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  委 員 長 藤 浦 雅 彦    副委員長 弘  豊   委  員 楢 村 一 臣 

  委  員 森 西  正     委  員 香 川 良 平   委  員 松 本 暁 彦 
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  市長 森 山 一 正        副市長 奥 村 良 夫 

  市長公室長 山 本 和 憲     同室次長 大 橋 徹 之   

保健福祉部理事 平 井 貴 志   同部参事 川 口 敦 子 

保健福祉課長 有 場  隆   

建設部長 土 井 正 治      同部参事兼都市計画課長 西 川  聡 

同課参事 門 田  晃      連続立体交差推進課長 藤 井 芳 明 

同課参事 藤 原 利 忠  

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局書記 速 水 知 沙 

 

１．審査案件 

  議案第 １号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第１０号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分 

議案第２０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 
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（午前９時５８分 開会） 

○藤浦雅彦委員長 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。 

 ３月もいよいよ後半に入ってまいりま

したが、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、ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当特別委員会に

付託されました３件の案件についてご審

査を賜りますけれども、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

い申し上げます。 

○藤浦雅彦委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、森西委員

を指名します。 

 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） 

○藤浦雅彦委員長 異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第１０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。 

 土井建設部長。 

○土井建設部長 議案第１号平成３１年

度摂津市一般会計予算のうち、建設部にか

かわります項目につきまして、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、予算書８ページ、第２表債務負担

行為のうち下から２行目、阪急京都線連続

立体交差事業は、土地購入費及び物件移転

等補償費について債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 なお、期間及び限度額につきましては記

載のとおりでございます。 

 続きまして歳入でございますが、予算書

４８ページ、款１６府支出金、項３委託金、

目２土木費委託金は、連続立体交差事業調

査委託金でございます。 

 次に、５８ページ、款２０諸収入、項４

雑入、目２雑入は、都市計画課所管の都市

再生機構負担金でございます。 

 続きまして歳出でございますが、１５４

ページ款７土木費につきましては、予算概

要の９０ページから９４ページもあわせ

てご参照願います。 

 項４都市計画費、目２街路事業費のうち

主なものは阪急京都線連続立体交差事業

に係る節１７公有財産購入費の土地購入

費、節１９負担金、補助及び交付金の連続

立体交差事業負担金、節２２補償、補填及

び賠償金の物件移転等補償費などでござ

います。 

 続きまして１５６ページ、目５再開発事

業費のうち主なものは千里丘駅西地区ま

ちづくり事業に係る節１３委託料の調査

計画等委託料などでございます。 

 以上、平成３１年度摂津市一般会計予算

のうち、建設部の所管いたします予算内容

の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして議案第１０号平成３０年度

摂津市一般会計補正予算（第８号）のうち、

建設部にかかわります項目につきまして、

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１６

ページ款１５府支出金、項３委託金、目２
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土木費委託金は連続立体交差事業調査委

託金の確定に伴い減額するものでござい

ます。 

 次に、歳出でございますが、４８ページ

款７土木費、項４都市計画費、目２街路事

業費のうち主なものは節１３委託料の連

続立体交差事業調査委託料の確定などに

伴い減額するものでございます。 

 目５再開発事業費は調査計画等委託料

の確定に伴い減額するものでございます。 

 以上、平成３０年度一般会計補正予算の

うち建設部が所管いたします予算内容の

補足説明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦委員長 山本市長公室長。 

○山本市長公室長 議案第１号平成３１

年度摂津市一般会計当初予算のうち、市長

公室にかかわる事項につきまして、目を追

って、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。一般会計当初予算書

の７４ページから７６ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目５企画費は立地企業等

選定委員会の委員に対する報酬や事業者

募集・選定等支援業務委託料など、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。 

 続きまして、議案第１０号平成３０年度

府摂津市一般会計補正予算（第８号）のう

ち市長公室にかかわる事項につきまして、

目を追って、主な内容について補足説明を

させていただきます。 

 補正予算書２４ページ、款２総務費、項

１総務管理費、目５企画費では、効果的な

誘致対象となる企業の発掘に向け、もう少

し時間を有するとの判断から、事業者募

集・選定業務を初め企業立地等選定委員会

の開催を見送り、減額をいたしております。 

 以上、議案第１号平成３１年度摂津市一

般会計予算及び議案第１０号平成３０年

度摂津市一般会計補正予算（第８号）の補

足説明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦委員長 次に、議案第１号所管

分の補足説明を求めます。 

 平井保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 それでは、議案第

１号平成３１年度摂津市一般会計予算の

うち、保健福祉部で所管し、駅前等再開発

特別委員会においてご審査いただくもの

につきまして補足説明をさせていただき

ます。 

 歳出でございますが、摂津市一般会計予

算書では１２７ページでございます。予算

概要の６６ページに詳細を記載しており

ますので、あわせてご参照お願いいたしま

す。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防

費、節１９負担金、補助及び交付金のうち、

健都ポータルサイト運営事業の歳出に係

るものでございます。健都ポータルサイト

運営事業におきまして、吹田市と共同で運

営しております北大阪健康医療都市ポー

タルサイトに係る運営負担金を計上いた

しております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○藤浦雅彦委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 おはようございます。 

 それでは質問させていただきます。 

 まず、一般会計予算書の５９ページ、都

市計画課の都市再生機構負担金１，７６０

万５，０００円についてお聞きします。こ

の詳しい内容についてお伺いいたします。 

 次に、予算概要９０ページ、阪急京都線

連続立体交差事業の手数料５，７７５万９，
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０００円についてお伺いいたします。これ

は手数料の中身についてお教えいただき

たいと思います。 

 それと、次のページの土地購入費６，８

５０万円と物件移転等補償費の８，２００

万円について、これは土地購入費と物件移

転等補償費は予算計上されているんです

けれども、どこかの土地を購入するめどが

立っているのか、その辺に関してご答弁い

ただけますか。 

 それと、予算概要９４ページ、千里丘駅

西地区まちづくり事業ということで、都市

計画決定に向けてこの予算が組まれてい

るわけでありますが、千里丘駅西地区再開

発なんですけれども、まず市としてこの事

業に対しての総予算というのはどのよう

に考えているのかお伺いいたします。 

 とりあえず３点よろしくお願いします。 

○藤浦雅彦委員長 答弁を求めます。 

 西川部参事。 

○西川建設部参事 それでは私のほうか

ら、都市再生機構負担金についてご説明い

たします。 

 吹田操車場跡地まちづくりは、平成２８

年３月にまち開きを行い、基盤整備はもう

概成しております。この負担金につきまし

ては吹田操車場跡地土地区画整理事業の

一部でございまして、健都にふさわしいま

ちづくりを推進するため、摂津市と吹田市

が両市で行っております区画整理事業内

において利便性を増進・向上する、施設の

整備に対して負担されるものでございま

す。 

 平成３１年度におきましては防災管財

課が、防災機能がございます明和池公園付

近に防災無線１か所を設置する予定して

おりまして、区画整理事業者の施工者であ

りますＵＲと協議を行い、事業に対して負

担金として支払われるものでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

連続立体交差事業に関する手数料と、あと、

土地購入費、物件移転等補償費のめどにつ

いての答弁をさせていただきます。 

 まず手数料の内訳なんでございますが、

手数料５，７７５万９，０００円の内訳と

しましては、不動産鑑定評価の手数料とし

まして３００万９，０００円、実際の建物

の調査を来年から予定しておりますので、

物件補償の算定業務としまして５，４６７

万円、筆界特定制度と申しまして、これは

法務局の制度がございますけれども、境界

確定を法務局のほうで申請して行ってい

ただけるという制度で８万円を計上して

おりまして、合計が５，７７５万９，００

０円になっております。 

 続きまして、土地購入費と物件移転等補

償費ですけれども、現在具体的にどこを購

入するとかいうようなめどは立っており

ません。今後、早期買収を希望される方に

対して対応していきたいと考えておりま

すので、その分で見込みとして入れさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 ３点目の、千里丘

駅西再開発に関しましてお答えします。 

 準備組合が策定しておりました街区整

備計画案の時点では総事業費約１７０億

円と試算しておりました。現在、計画見直

し作業中で、その中で精査中でございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 
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 それでは２回目の質問をさせていただ

きます。 

 まず、都市再生機構負担金についてでご

ざいます。防災無線を新しくつくるという

ことですね。この都市再生機構負担金の仕

組みについてもう一度詳しく教えていた

だきたいんですけれども、摂津市と吹田市

がこの健都のまちづくりのために、意味に

なるような取り組みに対して摂津市と吹

田市が両方お金を出し合ってるというイ

メージで、どれぐらいの費用をまず出し合

っているのか、今後もこういう防災無線等

でいろいろなものを建てるなり購入する

ときにこういう負担金をいただけるのか、

この都市再生機構負担金についての詳し

い内容について、もう一度教えていただけ

ますか。 

 それと、阪急京都線連続立体交差事業の

手数料についてはおおむね理解をいたし

ました。土地購入費と物件移転等補償費、

今のところまだめどは立ってないけれど

も、早期に買ってほしい方がいたときのた

めに予算計上してるということですが、こ

の考え方をここで聞いておきたいんです

けれども、例えば、今年度は土地購入費６，

８５０万円予算計上してますが、早期に土

地を買ってほしいという方が、予算組んで

る以上にいた場合、市としてどういう対応

をしていくのかという考え方、ご答弁いた

だけますか。 

 それと千里丘駅西地区まちづくり事業

についてでございます。まだ総予算に関し

ては試算中ということでしたが、ちょっと

ここで聞いておきたいのが、道路計画案と

いうのを、いただいた資料で見てるんです

けれども、今、道路の渋滞も千里丘駅西地

区に多くて、再開発をすることは非常にい

いことやと思うんですけれども、この千里

丘駅西地区が再開発することによって恩

恵を受けるのは、摂津市民はもちろんのこ

と、ここを利用してる人っていうのは吹田

市民が結構多いわけであります。この再開

発が成功したら摂津市民はもちろんのこ

と吹田市民も恩恵を受けるわけでありま

す。ここでちょっと聞いておきたいのが、

事業費負担で吹田市のほうに負担を求め

るという、そういう考え方はないのか。例

えばここには吹田市のすいすいバスがと

まってるんです。そこのバス停のところも

予定の区域と思うんですけれども、そうい

うふうな観点から吹田市にも事業費負担

を求める考えがないのかということを答

弁いただけますか。 

 以上です。お願いします。 

○藤浦雅彦委員長 答弁をお願いします。 

 西川部参事。 

○西川建設部参事 都市再生機構負担金

につきましての２回目のご質問にお答え

させていただきます。 

 この負担金につきましては、先ほどご説

明いたしました土地区画整理事業の事業

費から出ております。総事業費につきまし

ては、当時１２１億６，０００万円のうち、

摂津市の負担額としましては１億６，００

０万円を負担してございます。この負担金

につきましては家屋補償や瑕疵対応を行

った残金に限定されているものというふ

うに聞いておりまして、区画整理全体の利

便を増進するものに対して整備費に充当

されるものということで聞いております。

使途につきましては区画整理事業に限定

されるもので、非常に使い勝手は悪いもの

でございますが、今後も引き続きこの目的

の趣旨に合ったものがありましたら、また

ＵＲ等と協議していきたいと考えており

ます。 
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 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは

連続立体交差事業の質問に対してお答え

させていただきます。 

 現在、計上している予算以上に早期買収

の方がおられたときの対応はどうするの

かという質問だと思いますけれども、基本

的には早期買収の方にはなるべく、随時、

更新されたら対応はしていきたいと考え

ております。当然、予算以上ということで

すので、今回の補正でお願いしております

土地開発基金ですが、１０億円計上させて

いただいている予算がご可決いただけま

したら、そちらのほうの活用で早期買収の

希望の方に対応していきたいと考えてお

ります。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 ３点目の千里丘

駅西地区についてお答えします。 

 基本的には摂津市域の事業でございま

すので摂津市の事業費でと考えてござい

ますが、今後も必要が出てきましたら協議

・検討したいと思っております。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 都市再生機構負担金についてはおおむ

ね理解いたしました。これについてはあり

がとうございます。 

 阪急京都線連続立体交差事業について

でございます。こちらに関しても早期、土

地を購入していただきたい方がたくさん

いた場合は土地開発基金を使うというこ

とで、これについても理解いたしました。 

 千里丘駅西地区まちづくり事業につい

てでございます。今後、吹田市とも協議の

可能性もあるということで、これ全体的に

吹田市も巻き込んで、互いにいい案を出し

あって、そういう摂津市と吹田市の共同事

業でもいいぐらいかなと私は思いますの

で、ぜひこの事業が成功するように、吹田

市ともご協議いただきますようによろし

くお願いいたします。これは要望にして私

の質問は終わります。ありがとうございま

す。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありますか。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 おはようございます。 

 それでは、予算書と予算概要に基づいて

質問いたします。 

 まず予算概要１８ページ、健都イノベー

ションパーク企業立地推進事業について

です。 

 先ほど説明のありましたように、企業立

地等選定委員会も開かれてないというこ

とで減額になったかと思うんですけども、

まず昨年春に産業振興課から政策推進課

に担当が変わったということで、予算で見

ると、事業者募集・選定等支援業務委託料

は、平成３０年度当初が４６２万円ぐらい

だったと思うんですが、平成３１年度は６

９１万２，０００円になっているというこ

ともあわせて、平成３０年度１年間のこれ

までの企業誘致の流れについて確認も含

めてお聞きしたいです。それと、今の時点

で選定委員会が開かれるかどうかも恐ら

く未定だとは思うんですけども、平成３１

年度予算を組まれてる中で、どういうふう

にこの企業誘致を進めるのかについて、代

表質問とかぶるところはあると思うんで

すけど、確認の意味でご説明お願いしたい

と思います。 

 それと、９０ページです。阪急京都線連
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続立体交差事業のところについてなんで

すけども、手数料の内訳については３種類

ということでわかったんですけども、物件

補償算定業務が５，７００万円のうちの５，

４６７万円あるので、算定する件数はそれ

なりにあるのかなと思ってますので、そこ

ら辺についてお教えいただけますか。 

 先ほど土地購入費と物件移転等補償費

について説明ありましたけども、部長のほ

うから予算書で債務負担行為の話があり

まして、こちらの平成３２年度の６，２２

０万円についても土地購入費と物件移転

等補償費の内容ということで、平成３１年

度予算でこれらがそれぞれ上がってて、平

成３２年度で債務負担行為を組む必要が

あったのかなということも含めてちょっ

と答弁いただきたいなと思います。 

 それと９４ページ、千里丘駅西地区まち

づくり事業のところなんですけども、まず

この事業協力者選定委員会の委員につい

ては特定建築者制度に向けてということ

での事前的なことだろうとは思うんです

けども、今回その事業協力者選定委員会を

開くに当たって、その選定委員会の委員を

何人ぐらい予定されてて、どういった方を

選定委員会に充てるのかということと、回

数的にどれぐらい予定してるのかをお聞

きします。それと、調査計画等委託料とい

うのが１，３００万円上がってるんですけ

ども、前年度は４，６９５万円ほど上がっ

てまして、これらも含めて、平成３０年度

の今までの経過と平成３１年度の今後の

予定について、教えていただけますでしょ

うか。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは答弁をよろ

しくお願いいたします。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、健

都イノベーションパークの企業誘致に関

するご質問にご答弁申し上げます。 

 過去の経緯と増額のところと今後とい

うことで総括的にお答えさせていただき

ますけども、平成２８年度、平成２９年度

と健康医療に関する企業、健都イノベーシ

ョンパークに来ていただけるような企業

の掘り起こしであったり、サウンディング

調査、市場調査をしたわけなんですけれど

も、思ったほど問い合わせといいますか、

なかなか結びついてないという。特にサウ

ンディング調査、市場調査につきましては

健康医療に関する企業からの問い合わせ

がなかったというところで、少し我々とし

ても危機感といいますか、ある意味意外な

印象を受けて、この部分については原因と

いいますか、考え方としては、一つはやは

り国立循環器病研究センターと国立健康・

栄養研究所の移転が、ある意味決まっては

いるんだけれども、もう少し、検討されて

いる企業についてはその辺の推移を見守

っている、もう少し見ようというところが

あったのかなというところと、我々が思っ

ている以上に健都イノベーションパーク

のまちづくりそのもののところの啓発と

いうか、周知の部分が足りなかったのでは

ないかというふうに考えておりました。 

 平成３０年度につきましては、吹田市が

取り組んでおられた国立健康・栄養研究所

が入居を予定しているアライアンス棟の

応募等、その辺のスケジュールがありまし

たので、それで一定そのスケジュールどお

りに進めば、国立循環器病研究センターと

国立健康・栄養研究所、二つとも確実に来

るということが明らかになりますので、そ

の時点でその後、吹田市と歩調を合わせて

少し取り組むということも考えておった
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んですけれども、国立健康・栄養研究所の

アライアンス棟の部分がスケジュールが

少し延びたこともあって、そのあたりは想

定外であったんですけれども、その状況の

中で、平成３０年度についてはもう一度掘

り起こしといいますか、周知を図る意味で、

チラシをつくって大阪府の建設業労働災

害防止協会を通じて１，２００社ほどの大

手のゼネコンとかデベロッパー関係のと

ころに案内チラシをまいたんです。 

なぜそうしたかといいますと、問い合わ

せが幾つか企業のほうからあったんです

けど、過去にですね、平成２９年、平成３

０年と。大手の健康医療関連の企業からの

問い合わせ、そのときに、大手のゼネコン

の営業が一緒に来られてたんです。大手の

ゼネコンがもう既に、当然その社屋といい

ますか、箱物をつくるということが前提で

すから、健康医療関係の企業と連携してお

られるゼネコンが一緒に来られてたとい

うことがわかりましたので、そういった意

味でそういったゼネコン関係のところに

１，２００社ほどに配ったというところで、

問い合わせは幾つかありまして、ただ、我

々が意図している、なかなか企業、完全に

マッチするというところではなかったん

です。健康医療に関する企業であったんで

すけど、なかなか、よりベターなところを

求めてますので、そういう意味ではまだマ

ッチはしていなかったんですけれども、そ

のときに知らなかったという声もありま

したので、そこでもう少しやっぱりその周

知のところが足りないのかなということ

で、今、認識はしてます。考え方としては

健康医療、例えば一部上場企業の健康医療

に関する企業があの６，０００平米の土地

をどういうふうに使うかというところが

やはり重要でございまして、ニプロ株式会

社のように本社機能移転をしてきてそこ

でいろいろな健康医療器具の研究開発を

したり、新たな革新的な器具を生み出そう

ということでそこで取り組んでいただけ

るような６，０００平米の土地の使い方を

していただけるんであればいいんですけ

れども、例えばその健康医療器具、カテー

テルであったり人工心臓であったり、そう

いったものをストックして各医療機関に

配送するといいますか、ある意味倉庫的な

使い方をするというのと全く違いますか

ら、そういった意味では今の段階ではやは

り本社機能といいますか、そういう研究開

発部門に来ていただくというのが、長い目

で考えて税収のこともそうですし、国立循

環器病研究センターと国立健康・栄養研究

所との連携の観点であってもそうなので、

今のところはそこを目指して、仮に今、募

集をかければ恐らくどこかの企業が手を

挙げていただけることになるとは思うん

ですけども、果たしてそれがベストに近い

のか、ベターなのかというところの部分で

言うと、まだまだ今の段階で公募に踏み切

るのは少し時期尚早であるかなと考えて

おります。ただ、そうはいいましても、国

立健康・栄養研究所、吹田市が恐らく新年

度には公募が始まって、平成３１年度の秋

口には決まるのかなと思いますので、その

タイミングを考えますと、できれば平成３

１年度中に公募まで踏み切るイメージは

持っております。そういったことがあって、

平成３１年度予算については平成３０年

度予算から、そうなったときには土地の再

鑑定が必要になってくると考えてますの

で、その分が新たに上乗せをさせていただ

いているというところでございます。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは
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連続立体交差に関しましての２点の問い

に対して答えさせていただきます。 

 まず１点目、物件補償算定につきまして

件数の考え方なんですけども、こちらの考

え方につきましては今回の工事は仮線の

工事、コミプラ側、東側に一度仮線をまず

は引く工事になりますので、まず仮線側先

行ということで、東側の先行の考え方です。

その中で東側で借地と買収がございまし

て、借地につきまして早期で契約してしま

うと借地料が発生してしまうということ

で、借地はちょっと後回しにしてまず買収

からという考え方で、東側の買収というこ

とで想定して２８件の分で金額のほうは

５，４６７万円計上させていただいており

ます。ただし、先ほども言いましたように、

来年早期買収という声もありますので、早

期買収される方というのは反対側の方も

いらっしゃいますので、そういったところ

は柔軟に対応していきたいと考えており

ます。 

 ２点目の債務負担行為につきましては

現在測量の作業を実施中でございます。そ

れは来年度についても引き続きまずは測

量しまして、事業区域の確定したところか

らこういった物件調査とか不動産鑑定と

いう調査をして、実際の契約というのが早

くても年度の後半になる見込みでござい

ます。この物件補償と土地の契約というの

はまず契約して前払いで７割をお支払い

する。お支払いした中で、相手の権利者の

方に建物を撤去していただいて、それを確

認して残り３割をお支払いするという契

約の方法で予定しておりますので、まず契

約して７割をお支払いして、相手に壊して

いただかなければいけない期間を考えま

したら、やっぱり年度内での最終支払いま

ではちょっと難しいだろうということで、

年度後半に契約してまず７割をお支払い

して更地にしていただいて、年度明けで３

割残りの分の金額をお支払いするという

ことで、来年度、再来年度にかけての債務

負担で計上させていただいております。 

○藤浦雅彦委員長 いいですか。門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業についてお答えします。 

 まず事業協力者選定委員会についてで

すが、委員会の委員の構成につきましては

学識経験者が３名、公認会計士、不動産鑑

定士１名、それと府職員、市職員それぞれ

１名、合計７名で考えてございます。 

 平成３１年度は３回、委員会の開催を予

定しており、事業協力者の募集要項や審査

基準などを策定してまいりたいと考えて

おります。 

 ２点目、平成３０年度、平成３１年度調

査計画等委託料についてでございますが、

平成３０年度は準備組合が策定した街区

整備計画案につきまして、主に駅前交通広

場の拡大や再開発ビル敷地の有効な土地

利用などの市施行への転換により、警察等

関係機関との協議を行いながら計画案の

策定を進めて現在取りまとめているとこ

ろでございます。 

 また、地権者説明会をこれまで２回開催

し、見直し方針や中間報告を行うなど、地

権者の方々のご理解、ご協力をいただける

ように努めてまいったところでございま

す。 

 平成３１年度では、平成３０年度の成果

をもとに都市計画手続を進めてまいりま

す。予定としましては平成３１年度の秋に

かけて素案の地元説明会、公聴会の開催、

都市計画案の縦覧等を行いまして年度末

に都市計画審議会にてご審議いただき、都

市計画決定したいと考えております。 
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 平成３０年度街区整備計画案の見直し

として、公共施設の基本計画や建物の概略

検討を行っており、平成３１年度はその成

果をもとに都市計画手続を進めるための

必要な資料作成と、事業計画策定に向けた

課題整理や先ほどありました事業協力者

の募集の準備など、本事業の次の段階へ取

り組むものであり、そのため必要な委託料

を要求させていただいております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは２回目質問さ

せていただきます。 

 まずイノベーションパークの件なんで

すけども、前にこの企業誘致のリミットに

ついてお聞かせいただいたとき、特に定め

られているわけではないという話やった

んですけども、吹田市のほうも公募がまた

進められていくであろうという話です。で

きれば本市も公募できるところまでいき

たいということはわかるんですけども、そ

の中で摂津市や吹田市、国立循環器病研究

センターとかも入っていろいろ話しされ

ていることがあるとは思うんですけど、そ

の会議の中でこの６，０００平米の土地に

ついての会話というのが具体的にどのよ

うに行われているのかをお教えください。

あと、吹田市の残りの部分の公募も始まっ

ていくとは思うんですけど、６，０００平

米のところを、その６，０００平米だけで

単独で何か建てるっていうふうなことで

考えられてるのか、それとも吹田市の残り

の土地と摂津市の６，０００平米の土地も

合わせて何か一緒にということを考えら

れてるのか、これまで会議が重ねられてど

んな話になってるかというのをお聞きし

たいのでお願いできますか。 

 阪急京都線連続立体交差事業の件なん

ですけども、手数料については２８件分で

予定されてるということで理解いたしま

した。それと債務負担行為の話なんですけ

ど、前払いで７割払って、残りの取り壊し

た後の３割の部分については本年度中に

は至らないので、平成３２年度の債務負担

行為とワンセットということですね。あり

がとうございます。結構です。 

 千里丘駅西地区まちづくり事業の件に

ついてなんですけど、今年度やられてた内

容と今後都市計画決定に向けてという話

について理解しました。前年度当初予算の

調査計画等委託料が４，６９５万円で、今

回１，３００万円しか予算がないことに対

してすごい差が開いているので、この差に

ついてだけちょっとお教えいただいても

よろしいですか。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは答弁をお願

いいたします。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、楢

村委員の２回目のご質問にご答弁させて

いただきます。 

 国立循環器病研究センターであったり

国立健康・栄養研究所であったりと会議を

してる中でそういった議論がどうのとい

う問いでございますけれども、基本的に具

体的にその６，０００平米、全体で４ヘク

タールの土地についてどうする、ああする

という議論というのは基本的にはござい

ません。基本的に６，０００平米は摂津市、

残りの土地については吹田市に基本的に

は委ねられてる。ただ我々としてはやはり

平成３０年度に入りまして国立循環器病

研究センターと国立健康・栄養研究所とい

ろいろ会議をする機会もふえまして、この

あたりから企業誘致に係る情報収集につ
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いていろいろ問い合わせというか、聞いた

りするということはございます。 

 基本的にはあそこの４ヘクタールにつ

いては平成２５年に協定、国立循環器病研

究センターがあの吹田市の土地から健都

に移転するということが正式に決まった

段階で、この４ヘクタール、イノベーショ

ンパークの土地についてはどういう活用

をするかということを協定の中で取り決

めがあって、吹田市も摂津市もその協定を

一緒に巻いておりますので、そこが基本的

にはコンセプトというのがございますの

で、摂津市の６，０００平米だけが別で動

くというのは、誘致は別で動くんですけど、

その誘致する企業の中身の部分について

独自で考えるというのはなかなか難しい

のかなというふうには思ってます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業についてお答えします。 

 委託料の差の開きということですけど

も、平成３０年度は千里丘駅西地区再開発

事業検討委託としまして、先ほども申しま

したが街区整備計画案の見直しというも

のを主にやっておりまして、その中では計

画方針の検討を初め、駅前交通広場基本計

画の作成であるとか、自由通路ですね、再

開発ビルから駅のほうに２階でデッキで

つなぐあの自由通路の予備設計でござい

ますとか、そういったようにそのような検

討委託に必要な予算、委託料を計上してお

りました。 

 平成３１年度につきましてはその成果

をもとに都市計画決定手続に必要となる

資料作成、府との協議であるとか公聴会、

縦覧の資料であるとかいったものを作成

したり、また、今後の都市計画決定後に作

業いたします事業計画策定に向けた課題

整理ということで、地権者、商業者の方と

の勉強会、商業計画の検討であるとか、そ

ういったことに必要となる委託料を算定

して予算計上させていただいたものでご

ざいます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 このイノベーションパ

ークの６，０００平米の土地についてなん

ですけども、一緒にうまく決めていく中で

摂津市は摂津市の部分を決めていく、吹田

市は吹田市の部分を決めていく、両方決ま

って、本当に時間的な差がなくて進められ

ていけるようになればそれにこしたこと

はないと思うんですけども、摂津市の６，

０００平米だけまだ決まらず、そこだけ残

ってしまうということも可能性的にはゼ

ロではないと懸念しています。その辺につ

いては恐らくそういうふうにならないよ

うに進めていかれるとは思うんですけれ

ども、どうお考えかお教えいただけますで

しょうか。 

 千里丘駅西地区の調査計画等委託料の

内容については、理解いたしました。 

○藤浦雅彦委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら楢

村委員の質問にご答弁申し上げます。 

 今おっしゃっていただいた懸念につき

ましては、もちろんないと言えばうそにな

ってしまいますので、その可能性はあるの

かな。といいますのもやはり６，０００平

米、うちの土地が一番東に位置しておりま

す。駅から遠いということもございますし、

そういうことからいうと若干その懸念と

いうのがあるかなと思います。 

 吹田市とどこまで連携しながらやって

いくかというところなんですけども、あの

４ヘクタールの土地の部分についてある
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程度の平米数で区画割がされておりまし

て、基本的に今はその区画単位で企業を誘

致しようというのが基本的な考え方にな

ってるわけなんですけども、例えば６，０

００平米のうちの土地の左横に千四、五百

の区画があったと思うんですね。例えばそ

の部分を、例えば６，０００平米プラス１，

５００、６，０００平米プラス１，５００、

１，５００という使い方がひょっとしたら

できるのか。全くできないということはな

いと思いますので、そういった手法も吹田

市と連携する中で考えられることはある

と思いますので、そういったことも含めて

取り組んでいくことによって６，０００平

米の土地が一番最後にならないようには

努めていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 最後に一つだけお聞か

せいただきたいんですけど、その６，００

０平米の土地で、建物を建てられない部分

が一部あるような話を聞いたんです。もし

そうであれば、それがこの６，０００平米

の企業誘致に何らかの影響を及ぼすこと

があるのか、最後にお聞かせいただいてよ

ろしいでしょうか。 

○藤浦雅彦委員長 答弁をお願いします。

大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら４

回目、ご質問にご答弁させていただきます。 

 確かに下水管が地下に入っておりまし

て、そこの上については一定制約がかかり

ます。ですから６，０００平米の土地全て

の土地の上に箱物がくるということにな

れば、それはなかなか制約になるんですけ

ども、恐らく駐車場であったりそういった

形状というか使途のものを設置すること

になると思いますので、そのあたりは地下

に下水管の通っているところの部分をど

のように使うかというのは、企業のほうの

選択になるのかなということで考えてお

ります。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ありがとうございます。

やはり４ヘクタールある中の６，０００平

米が最後に残ってしまうということがす

ごく懸念されることだと思ってます。いろ

いろＰＲして、とにかく認知度を上げるた

めにも努力されてるとは思うんですけど、

やっぱりそう簡単にはいかないものであ

ろうと思ってますので、できる限り平成３

１年度公募に至るところまでいってもら

えるように要望いたしまして終わります。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員の質問が終

わりました。ほかに。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。 

 それでは質問をさせていただきます。 

 全て予算概要から質問いたします。 

 まず予算概要１８ページ、１番目、健都

イノベーションパーク企業立地推進事業

の事業者募集・選定等支援業務委託料につ

いて、この委託料の詳細、具体的な中身に

ついてお聞かせください。 

 ２番目が予算概要の６６ページ、北大阪

健康医療都市ポータルサイト運営負担金

について、この負担金については北大阪健

康医療都市のホームページということで

認識をしております。そこでこの健都のＰ

Ｒということでも非常に重要と考えてお

ります。平成３１年度は本市がシティプロ

モーションの戦略策定をするということ

になりました。これと合わせてこれに連携

をさせるということが非常に重要である

と考えておりますが、どうお考えかお聞か
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せください。 

 続きまして３番目、予算概要９０ページ

の吹田操車場跡地まちづくり事業につい

て。この事業、金額についてはわずかです

けども実際にどのような事業を取り組ま

れているのかお聞かせください。 

 そして４番目、予算概要９０ページ、阪

急京都線連続立体交差事業についてです

けども、昨年、連続立体交差推進課がスタ

ートしていろいろと進められたというと

ころで、昨年の成果を踏まえ今年度の課題

についてどのようなものかお聞かせくだ

さい。 

 続きまして５番目、予算概要９４ページ、

千里丘駅西地区まちづくり事業について。

ここで先日パブリックコメントがされた

と思います。その結果とその影響が、この

事業に対してどのようなものかお考えを

お聞かせください。 

 以上５点です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは答弁をお願

いいたします。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、松

本委員の１回目のご質問にご答弁させて

いただきます。 

 委託料の中身なんですけれども、平成３

１年度で想定しておりますのは、改めて平

成３０年度の１２月に１，２００社ほどに

対して案内のチラシを送付させていただ

いたところでありますので、改めてそうい

う健康医療の関係の企業の掘り起こしを

また一からといいますか、改めてやってい

きたいと思っておりますので、その支援を

していただける企業と契約するための委

託料として見込んでおる部分と、先ほど楢

村委員のご質問にお答えさせていただい

たように、平成３１年度中にここまでいっ

た場合については、土地のほうの鑑定を再

鑑定ということでする必要があると考え

ておりますので、その土地の再鑑定等の関

連の経費をこの委託料の中に入れるとい

うことでございます。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは私のほう

から、シティプロモーションとの連携とい

うご質問についてお答えいたします。 

 健都につきましては健康・医療をテーマ

として世界的に注目されるまちづくりを

推進しているところでございます。当然の

ことながら本市の区域内にこうしたエリ

アが存在することは本市のブランド価値

を高めるものでありまして、本市の大きな

魅力となるものであると考えております。 

 また、健都ポータルサイトにつきまして

は全国から、また海外からも閲覧がござい

ますので、シティプロモーション展開にお

いて有効なツールであると考えておりま

す。これまでも健都ポータルサイトのイベ

ントカレンダーに本市のホームページの

リンクを張るなどし、本市の情報発信に努

めてきたところでございます。今後も引き

続き本市の情報発信の重要なツールとし

てポータルサイトを活用してまいりたい

と考えております。 

 シティプロモーションにつきましては

広報課が中心となって今後具体的な取り

組みを展開していくことと思いますが、保

健福祉課としてもこうした取り組みを活

用しましてさらなる情報発信に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 吹田操車場跡地まち

づくり事業についてのご質問にお答えさ

せていただきます。 
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 事務費が１万１，０００円計上させてい

ただいておりますが、先ほど香川委員のご

質問にありましたように、都市再生機構の

負担金の手続とか調整・協議に対する普

通旅費を計上しております。またそのほか

に基盤整備が概成し、現在、近鉄のマンシ

ョンでありますとか国立循環器病研究セ

ンター、市民病院の工事が進んでございま

して、今後はイノベーションパーク内での

ニプロ株式会社の建設工事が予定されて

ございます。これらの建設工事に伴いまし

て千里丘や岸辺の地元住民に対する工事

の影響が懸念され、吹田市と摂津市で主導

して事業者間の工事調整会議というのを

開催し、情報共有や車両の調整、工事ルー

トの徹底を行ってきました。ことし２月に

都市計画道路岸部中千里丘線が開通した

ことによりまして、摂津市側の山田川沿い

に侵入してきました車両が都市計画道路

を通ることで影響は軽減されると一定考

えておりますが、引き続き工事の情報の共

有を吹田市と摂津市で事業間で行ってま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは

連続立体交差事業につきましてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 まずは今までの成果としましては、実際

測量に着手できたことが成果かなと。あと、

境界確定を現在も進めてますけれどもそ

ちらの方も権利者と調整し確定が順次進

めていけているというのが今までの成果

かなと考えております。 

 今後の課題なんですけども、いよいよ次

年度から実際に確定したところから建物

調査だとか土地調査が入ってきますので、

やはり権利者との調整をいかにスムーズ

にできるかというのが今後の課題だと言

われております。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業についてお答えいたしま

す。 

 再開発基本方針の作成につきまして平

成３１年２月６日から２月１９日の期間

で再開発基本方針案のパブリックコメン

トを実施し、市内在住２名の方からご意見

をいただきました。 

 ご意見としましては千里丘駅西地区の

再開発事業に関する詳細な計画に対する

意見や、都市計画道路千里丘駅前線早期整

備に関する要望でありました。これらに対

しまして、まず再開発基本方針は、市内駅

前整備の大きな方向性や千里丘駅前西地

区の整備方針を示すものであること、また、

千里丘駅前線の整備につきましては再開

発事業の進捗に応じて時期を含め、整備に

向けて検討をしていくことから、ご意見に

つきましては今後事業を進めていく中で

参考とさせていただくものとして、再開発

基本方針案の修正はいたさない旨回答さ

せていただきました。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは２回目の質問

と、一部要望をさせていただきます。 

 まず１番目の健都イノベーションパー

クについて、事業者募集・選定等支援業務

委託料というのは、ＰＲの支援のためのも

のと土地鑑定のためのものと、大きく２本

立てであるということについては理解を

いたしました。これは要望させていただき

ます。代表質問でもいろいろと要望させて

いただきましたけども、やはり健都のニー

ズに合った企業を選定するということが、
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健都そして本市にとっては有益であると

いうことは間違いありません。そもそも具

体的な形が見えないうえに、高い選定条件

という中で、企業が企業の存続をかけてく

るということに関してはやはり厳しいも

のがあるのではないかと考えております。

その中でしっかりとＰＲをしていく、努力

をしていくということが非常に重要にな

ってくるかと考えております。あわせてこ

としは国立循環器病研究センターも開院

をいたします。やはり健都が注目を浴びる

年でございます。そのために企業の目が向

けられることと考えておりますので、しっ

かりと適切に慎重に選ぶことを要望させ

ていただきます。そのために、今、何をす

べきかというところ、本市として、そして

吹田市等の関係機関と連携をして、健都の

価値が一層向上するようにあわせて取り

組まれることも要望いたします。１番目は

以上です。 

 続きまして２番目、北大阪健康医療都市

ポータルサイトの件なんですけれども、戦

略策定についてしっかりと連携すると、ま

た、ホームページそのものが有効なツール

であるということについては改めて理解

をするところです。やはりこの健都という

のが全国に情報発信をできる非常に大き

な存在であるというのはお聞きをしてお

ります。その中でいかにそれを本市の魅力

につなげていくかというところを、健都担

当としてもぜひ考えていただきたいとい

うところでございます。実際に平成３１年

度には国立健康・栄養研究所との連携でフ

レイル予防プログラム策定をされるとい

うことですけども、これはまさに健都のま

ちづくりのソフト面での具体化だと思っ

ております。これを市民にしっかりとＰＲ

して、健都のまちづくりの見える化を図る

ということは重要だと考えておりますけ

ども、どうお考えかお聞かせください。 

 続きまして３番目の、吹田操車場跡地ま

ちづくり事業について、この事業の中身に

ついては工事調整会議等で工事の情報共

有されるというところについては理解を

いたしました。今後、先ほどの企業誘致の

取り組みやイノベーションパークでの建

設工事が始まる段階においては、やはりま

た工事車両の増加等さまざまな問題が出

てくるかと予想されます。ぜひ将来を見越

した住民対応というところをしっかりと

お願いするとともに、国立健康・栄養研究

所の移転先などイノベーションパークで

の開発というのを、その先を見据えた調整、

取り組みというのをぜひ吹田市とやって

いただき、吹田市側の工事についても円滑

な調整というのをぜひしっかりと行って

いただくよう要望いたします。３番目は以

上です。 

 続きまして４番目の阪急京都線連続立

体交差事業についてということで、課題と

いうものが家屋建物調査等の円滑化とい

うところで認識をいたしました。改めてこ

の課題について、今年度どのように工夫を

されたのか、課題解決についてお聞かせく

ださい。 

 そして５番目、千里丘駅西地区まちづく

り事業について、パブリックコメントが２

件あるということは理解をいたしました。

その計画修正はしないということで大き

な影響はないと理解をいたしました。そこ

で各会派で代表質問でもありましたけど

も、民間資金の活用など特定建築制度等々

の狙いについて、より具体的にお聞かせく

ださい。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 答弁をお願いします。 
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 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 では、松本委員の

質疑にお答えをさせていただきます。 

 今後、国立健康・栄養研究所や国立循環

器病研究センターが健都に移転してくる

ということで、見える化が大事だが、その

ことについての考え方についてのご質問

でございます。 

 委員がおっしゃいましたように、今まで、

国立循環器病研究センターからお越しい

ただき、健康講座や症例検討会等いろいろ

な事業に取り組んでまいりました。また、

国立健康・栄養研究所ともフレイル予防と

いうことで、２月下旬から３月にかけてア

ンケート調査も実施をしてまいりました。

今後、そのようなことを踏まえまして、具

体的な連携といったものが進んでいくと

考えております。病診の連携のネットワー

クにつきましても、市民の方にご案内等を

させていただきやすい近い距離になりま

すので、実際に具体的な展開を実感して気

づいていただけるもんと考えております。

そういった意味では見える化ということ

で、来年度には、保健福祉課の予算となり

ますが、健都まちづくりのパンフレット等

も作成をいたしまして、どんどん市民の方

に健都のまちづくりということを実感し

ていただけるように考えております。見え

る化については具体的な形でいろいろな

媒体を使いまして発信をしてまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは

連続立体交差事業につきましてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 課題解決に向けてどのように取り組ん

でいるかというところでございますけれ

ども、基本的にはやっぱり補償ということ

になりますと、ルールに基づいて我々がで

きるのが金銭補償という形になります。権

利者の方々につきましてはやはり高齢者

の方とか小さいお子さんをお持ちの方々、

あるいはお金以外で生活に対する不安、ど

ういったやり方があるのかというような

不安をお持ちの方が多く見られます。ルー

ルとしては金銭なのですが、それ以外でど

ういった対応ができるかというのは、具体

的な解決というのはまだ示せてはいない

んですけれども、事業主体は大阪府でござ

いますので、大阪府のいろいろな事例を参

考にお示しいただきながら、一緒にワーキ

ング等で勉強し、今後も課題解決に向けて

調整していきたいと考えております。 

○藤浦雅彦委員長 続いて門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業についてお答えいたしま

す。 

 特定建築者制度の狙いということです

が、特定建築者制度は公募により選定され

た民間事業者にみずからの資金、工事発注

により再開発ビルを建築させる制度です。

これにより市は再開発ビルを建築するた

めに必要な建築費の一時負担や積算・発

注・工事管理のための人員を調達する必

要がなくなります。また、特定建築者が保

留床を処分するため、保留床処分のリスク

を解消することができ、また民間のノウハ

ウを生かした商業施設の誘致も可能とな

ると考えてございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは３回目の質問

と要望とさせていただきます。 

 まず北大阪健康医療都市ポータルサイ

ト運営負担金についてですけども、健都の
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パンフレットも作成をされると、見える化

について意識をされているところについ

ては理解をいたしました。まさにこの健都

のＰＲというのは市民の健康意識向上に

も大きく貢献することと思います。健康意

識が向上し、健康施策への積極的な参画に

つながり、そして健康寿命の延伸へと実現

をしていく、このプラスのスパイラルをし

っかりとつくっていただくように、シティ

プロモーションとあわせて研究・検討し

て、そして実践をしていただくよう要望い

たします。 

 あわせて、ことし７月の国立循環器病研

究センター移転を初め、この北大阪健康医

療都市ポータルサイトホームページによ

れば、ことし１１月末には高齢者向けウェ

ルネス住宅が吹田市側で完成をすると。７

月３０日工期でドナルド・マクドナルド

ハウス大阪（仮称）もできる。そしてまた

昨年においてはＫＥＮＴＯひまわり園も

竣工したと書かれております。まさに着々

とハード面が進む中で、ソフト面での充実

というものも必要になってまいります。ま

さに本市では健都を中心に健康づくりと

医療イノベーションの好循環の創出によ

る健康寿命延伸をリードするまちづくり

を目指す方向にされております。そのため

には保健所、保健センター、歯科医師会、

薬剤師会、市内企業や団体の参画を推進す

る連携協働体制の構築やシステムづくり

をしっかりと行うように、そして健康づく

りや食育の推進、また健康教育などさまざ

まな分野で連携した健康施策を具体化し、

健都のまちづくりを進め、ソフト面での充

実化を本市がぜひリードして取り組める

ように要望いたします。以上、これは要望

で終わります。 

 続きまして４番目の阪急京都線連続立

体交差事業についてというところで、多く

の課題がこれからますます出てくるかと

思います。府と連携をして、あるいはその

ワーキング等々を活用して、課題解決にし

っかりとやっていただければと思います。

やはりこの事業は安全・安心のまちづく

りの非常に大きな事業であるということ

を認識しております。丁寧な住民対応で事

業が円滑に進むようしっかりと進め、平成

３１年度も着々と計画どおり事業が進め

られるように要望いたします。これは以上、

要望で終わります。 

 続きまして、５番目につきましては民間

事業者の活用、その狙いというのは民間か

らの知識等と経験を利用する、活用すると

いうことで理解をいたしました。まさにこ

の千里丘駅西地区の再開発というのは、本

市の安全・安心のまちづくりの実現と、ま

た健都との連携というものも非常に重要

であると考えております。その中で開発地

域の、面積がやはり限定をされているとい

う中では、さまざまな課題というものが実

際に見えてきたと思います。そこには開発

後の将来も踏まえた柔軟性をしっかりと

盛り込んでいただき、災害対応、交通安全

対策、そして駅前の活性化等々、計画が適

切に進められるように要望いたします。こ

れについてはことし平成３１年度は、千里

丘駅西地区の再開発において、都市計画決

定が非常に重要なものかと考えておりま

すので、ぜひ建設部長にＪＲ千里丘駅前の

総括的な、ことし１年の取り組みというの

を、意気込みもあわせてお聞かせください。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それではお願いしま

す。建設部長。 

○土井建設部長 そうしましたら千里丘

駅西地区再開発事業ということで、この事
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業につきましては私が携わらせていただ

いて、十何年間ずっと準備組合といろいろ

とやってこさせていただきました。なかな

か進まなかったんですけども、本当にちょ

っとしたきっかけというか、事業者から勉

強会をしませんかということから始まっ

て今に至っております。準備組合ができて

から３０年たってやっとスタートライン

に立てたかなと考えております。まことに

うれしい話かなと。これからが本当は一番

大変なんですけれども、やっぱり準備組合

のときに３年間いろいろと地権者の方と

話をさせていただいて、冷えていた再開発

に対する気持ちも大分と盛り上がってき

てるという状況、準備組合はなくなりまし

たけれども、やはり準備組合の活動という

のは今につながっているものだと考えて

おります。これからは東の再開発と違いま

して、やはり市だけではなかなか再開発事

業が大変だということ、また商業について

は世の中が非常に目まぐるしく変わる中

で、どのような商業活動をしていったらい

いかというのは、なかなか行政では指導と

か誘導していくのは難しい中で、やはり民

間のノウハウ、特に商業については民間の

ノウハウを入れて事業を進めていく必要

があるものと考えております。これからは

まさに都市計画決定を平成３１年度に打

ちまして、まさに事業について進んでいく

必要がございます。また地権者の方々も非

常に再開発に対しては熱意を持っていた

だいておりますけども、これからまさに権

利変換となりますと、個々、自分の財産に

かかわってくることになります。このあた

りもしっかり話をしながら、できるだけ早

く再開発事業が完成するように努めてま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。

ぜひ、千里丘駅西地区まちづくりをしっか

りとことし１年も進めていただくように、

安全・安心のまちづくりを実現すべくや

っていただくように要望いたします。 

 以上で終わります。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員の質問が終

わりました。 

 次に、森西委員。 

○森西正委員 それでは質問させていた

だきます。 

 予算概要の１８ページの健都イノベー

ションパーク企業立地推進事業ですけれ

ども、先ほどからも多くの委員が質問をさ

れておられ、また、答弁も聞かさせていた

だきました。まず６，０００平米の摂津市

の部分で、平成３１年度公募して進められ

ていくということでありましたけれども、

ただ公募して実際に思うような企業が集

まるのかがまずわからないところであっ

て、以前、個々の事業所等にも１，２００

件ほど案内を配布されたというような答

弁がありましたけれども、私は公募の前に

まずは周知をされて、吹田市、摂津市にか

かわりのある、そういうふうな企業にアプ

ローチをしてはということで話をさせて

いただきました。そういうアプローチをさ

れている企業が参入をしていただけたら

いいとは思うんですけれども、公募を進め

られる上で参入をされるような方向にあ

るのかどうか、その点をお聞かせいただき

たいと思います。 

 それとアライアンス棟の部分ですけど、

例えば吹田市と一緒にできないにしても、

現在摂津市が吹田市の所有の部分に関し

てどこまで入っていってるのか、その点を

お聞かせいただきたいと思います。吹田市
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も公募をされるというようなことであり

ますけれども、吹田市が公募される中で、

吹田市の所有のところ、土地としては摂津

市の中にあるわけですから、将来は固定資

産税が入ってきたり法人市民税が入って

きたりというのは摂津市に入ってくるわ

けです。摂津市はノータッチで吹田市にお

任せで選定し、実際入ってきたところが摂

津市が思うような企業ではなかったとい

うことにならないのか、その点どこまで話

ができているのかお聞かせをいただきた

いと思います。 

 それと改めて聞きますが、全体の健都イ

ノベーションパークのスケジュールと考

えですね。改めてもう一度お聞かせをいた

だきたいと思います。 

 ６６ページの北大阪健康医療都市ポー

タルサイトですけれども、改めて、先ほど

もお聞かせいただいた検証と、検証した結

果十分であったと思われるのか、もしくは

課題があったと思われるのか、その点をお

聞かせいただきたいという思います。 

 ９０ページですけれども、阪急京都線連

続立体交差事業ですね。平成４５年に完成

予定だとは聞いておりますけれども、この

平成３０年度から進められて、これから平

成３１年度にこのような予算計上してお

りますが、これは全体のスケジュールにお

いては、まずは変わりはないのか、改めて

全体のスケジュールを改めてお聞かせを

いただきたいんです。 

 それと、土地購入費、物件移転等補償費

は全体の中で平成３１年度の出てる部分

というのが何％になるのか教えていただ

きたいと思います。 

 それと、９４ページの千里丘駅西地区ま

ちづくり事業ですけれども、これも完成が

１０年後と聞いてます。これも平成３０年

度の中で進められ、準備組合の解散を経て、

平成３１年この予算を上げられておられ

ますけれども、スケジュールに変化はない

のか。全体のスケジュールはどういうふう

になっているのかお聞かせをいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは答弁をよろ

しくお願いいたします。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、森

西委員の１回目のご質問にご答弁申し上

げます。 

 まず企業公募のところのお話でござい

ますけれども、森西委員がおっしゃってい

ただいたように、基本的に企業誘致という

のはある程度、一本釣りとまでは言わない

んですけれども、それなりの企業とある程

度のコンタクトというのがあるというの

が、おおむねそういうケースが多い。やみ

くもに公募をしてもなかなか集まらない

というのが基本的な考え方であろうと思

ってます。 

 先ほどからご答弁させていただいてま

すように、我々としてはあくまでも平成３

１年度中にできればそういう企業を発掘

して、公募という形で取り組みを進めてい

きたいということで考えておりますので、

やみくもに公募しても、これも先ほどから

申し上げておるんですけども、恐らく健

康・医療に関連のある企業からの手は挙が

るとは思うんですけど、それが果たしてイ

ノベーションパークのコンセプトにマッ

チする企業なのか、我々市にとって将来に

わたって有益となる企業なのかというと

ころについてはなかなか判断が難しい部

分が大きいと思いますので、委託料を組ま

せていただいておりますので、ご承認いた
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だければその委託料を使ってそういう企

業の発掘に努めていって、でき得れば平成

３１年度中に公募まで到達したいという

ことで考えておるということでございま

す。 

 それと吹田市との連携のお話でござい

ますけれども、これも先ほどから申し上げ

ておるんですけれども、基本的に４ヘクタ

ールのイノベーションパークというのは

どういった企業を誘致するか、どのような

研究開発をしてくれる企業に来ていただ

くことが一番いいのかというところの中

で、コンセプトというのが決まっておりま

して、基本的に循環器病の予防制圧であっ

たり、最先端医療の技術の開発だったり、

医療クラスターの形成というところで、そ

ういう大きなコンセプトのもとに企業誘

致を進めているということになりますの

で、それが大前提であると。そして吹田市

との連携の部分なんですけれども、かかわ

りといたしましては、具体的に申し上げま

すと吹田市が公募をする際の公募要領を

つくる段階で、市長公室長が委員の中に入

らせていただいていろいろ意見を述べる

という機会がございますし、またあそこの

健都のエリアについては景観、地区計画と

いうのがありますので、その地区計画に基

づく開発といいますか、立地が必要になっ

てきますので、そういった意味での協議等

は当然やらせていただいております。です

から基本的には吹田市は吹田市、摂津市は

摂津市で単独で企業誘致することになる

んですけど、これも先ほど少し述べさせて

いただいたんですけども、６，０００平米

の土地の西隣にある１，５００平米ほどの

区画三つ、これらも連携して取り組むとい

うことはない話ではないと思いますので、

今後そのあたり、ただ、それもやはり企業

がどの程度の土地を望んでおられるのか、

どういう使い方でどの程度の土地を望ん

でおられるかということにかかわってき

ますので、そのあたりも含めて連携しなが

ら取り組んでいきたいと思っております。 

 それと最後、健都全体のスケジュールの

お話でございますけれども、なかなか全体

のスケジュール感でお話しするのは難し

いんですが、基本的にはハードからソフト

へ、ハードの整備の段階からソフトの整備

の段階に移行しておるということで考え

ております。ハードの部分がイノベーショ

ンパークの部分ではまだかなり土地が残

っておりますので、そういったところでは

まだまだという部分はあるんですけれど

も、ソフト、先ほどから委員のほうからも

ご指摘いただいてますように、ソフトの部

分で国立循環器病研究センターであった

り国立健康・栄養研究所と連携したソフト

事業をすることによって、健都のＰＲ、そ

のコンセプトのＰＲ等を発信する、それが

企業立地に結びつくということも考えら

れますので、そういった段階に入ってきて

いるということで考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 次に、有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、森西委員

のご質問にお答えいたします。 

 健都ポータルサイトにつきましての検

証をする中でこれまで十分であったか、ま

た、課題があるのかというご質問かと思い

ます。 

 これにつきましては全てが十分であっ

たかと言われましたら、さすがにそこまで

はいかないだろうとは思います。ただ、そ

んな中で最近のポータルサイトのアクセ

ス数ですけど、昨年の今ごろは恐らく２０

万ヒット前後ぐらいかと思いますが、昨年
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の１１月には健都の商業施設がオープン

したこともございまして、この時点で６３

万ヒットございます。ことしに入っても大

体３０万か４０万ぐらいのヒット数がご

ざいます。これはかなりのアクセス数であ

ると認識しておりまして、本市の健康医療

のまちづくりというブランド価値を高め

るに当たっては十分な効果があったもの

と考えております。 

 一方で、先ほど来、何度も議論の中でご

ざいますが、これまではハードの整備が中

心であったところが、今後、ソフト事業を

このポータルサイトを使ってどう発信し

ていくかということが課題であると考え

ております。そういったところを重点的に

取り組むことで、多くの市民に知っていた

だいて、先ほども見える化というお話もあ

りましたけども、我々目的としましてはや

はり市民の健康に対する意識の向上とい

うところが一番の目的でありますので、ソ

フト事業を今後情報発信していくという

ことが大きな課題であると認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは

連続立体交差のご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 まず１点目の全体のスケジュールでご

ざいますが、今後、平成３５年度、２０２

３年度に工事の着手、まずは仮線の工事か

らになりますけれども工事の着手を予定

しております。そして事業の完成自体は平

成４５年度、２０３３年度を完成の目標と

いうことにしております。 

 ２点目の次年度予算を踏まえて、用地取

得の進捗は何％ぐらいになるかというお

問いでございますけれども、次年度想定し

ておりますのが８件で想定した金額を計

上させていただいております。全体は約２

００件ですので、２００件のうち８件とい

うことで、パーセンテージでいきますと５ 

％もいかないというような数字になって

おります。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業についてお答えいたしま

す。 

 今年度より市施行で取り組みを始めま

して、平成３０年度は計画見直しというこ

とで、平成３１年度都市計画決定したいと

考えておりまして、スケジュールに変化な

く進めております。都市計画決定後は事業

計画の認可、権利変換計画の認可取得を含

め、計画・法手続の段階でおおむね５年で

進め、その後、補償・工事の段階をおおむ

ね５年ということで、おおむね１０年で進

めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 それではイノベーション

パークですけれども、先ほども答弁で、で

きたら平成３１年度の中で公募をできた

らというようなことでありましたけれど

も、今、委託料が発生してますけれども、

例えばその公募を平成３１年度にする場

合でしたら、この委託料の中にその公募を

する費用というのはあるのか。または、公

募する場合は別で補正予算を組んでいか

なければならないのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

 それと、根本的な考えですけれども、こ

の健都イノベーションパークにどういう

ふうな企業が参入をしていただいて立地

をするかによって、この健都イノベーショ

ンパークでの税収がどれだけ上がってく
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るのかということで、将来の摂津市の財政

が変わってくるわけですよね。これはこの

健都イノベーションパークだけの話では

なくて、摂津市全体のまちづくりだったり

とか、そこで上がってくるその税収を活用

してさまざまな市民サービスをどういう

ふうにしていくのかが大切な問題だと思

います。そこで、先ほどから答弁がありま

すけれども、そこは市の歳入ということを

まず基本として考えて、規模の大きな例え

ば上場企業やとかそれに匹敵する企業を

進めていくのか、もしくは、これから大き

くなっていく可能性のあるベンチャー企

業を進めていくのか、その点をどういうふ

うに考えられるのか。ベンチャーであると、

大きくなる可能性はあるわけですけれど

も、撤退する可能性もあるわけですね。そ

ういうふうなところも入れていくのか。も

しくは今規模の大きいところ、今の段階で

安定した税収があるというようなところ

を入れていくのか、その点の考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 あと、イノベーションパークが仮に今考

えられてるところと思惑が違うところに

なったときに、その段階で例えばタイムス

ケジュールの問題で、スケジュールを切っ

て、考えと違うところでも入れていくとい

うような考えを持つのか。その点お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 阪急京都線連続立体交差事業ですけれ

ども、これから土地の購入もしくは物件の

移転補償ということで個々での話になろ

うかと思います。そうすると、今、前倒し

といいますか、早期にそういうふうな声が

あったときに、その市民の方に答えていく

という、そういうふうな考えを持たれてい

るということでありますけども、立ち退き

に係るところの土地というのは基本的に

はどういうふうな形でまず市民の皆さん

に話を進められていこうとするのか、お聞

かせをいただきたいと思います。そのまま

移転をされる方もおられますし、戻ってき

たいという方もおられるかもわかりませ

んけれども、その点のところというのは基

本的な考えはどうなのかをお聞かせをい

ただきたいと思います。そういうふうな考

えを市民の方が今持っておられることに

対しては、極力その意向に沿っていこうと

するのか、基本的な市の考えでもって、い

やそこは無理ですよという考えをするの

か、その点お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 千里丘駅西地区まちづくり事業ですけ

れども、準備組合を解散して、地元の説明

会をされたということでありますけれど

も、準備組合の段階で賛成・反対があった

方がおられると思います。例えば当初反対

だった方が賛成に回ってるとか、準備組合

のときは賛成やったけども、市施行になっ

て反対だというように変わられた方がお

られるのか。その点、市民の声というかは

どういうふうな声であるのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○藤浦雅彦委員長 答弁お願いいたしま

す。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら森

西委員のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず税の観点でいろいろご示唆いただ

いておりますけれども、確かにあの４ヘク

タールの土地は全て摂津市の市域でござ

いますので、あそこに立地する企業の固定

資産税であったり法人市民税というのは

今後摂津市の税収としてプラスアルファ

になる部分であるとは認識しておりまし

て、それは非常に市にとって有益なことだ
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と思っております。ただ現時点でそこのト

ータル的な試算というのはなかなか難し

いと思いますし、やはり固定資産について

もある程度できなくはないかと思います

けど、やはり実際に企業が決まらないとど

の程度の建物になるのかというのが難し

いですから、今の段階では少し試算につい

ては難しい。そこで潤った税収の部分につ

いては、考え方としてはプラスアルファに

なるんですけれども、今後、市全体を見て

みますと、人口減少の中での市民税の人口

減に伴う、特に生産年齢人口の件に伴う税

収減のことも当然想定されますし、法人市

民税の税率の改定の部分での減収という

のは当然想定されてるわけですから、そこ

の中でどれだけその部分を補っていくこ

とになるのかということになるのかなと

は今の時点では考えております。 

 あと企業の種別のお話でございますけ

れども、ベンチャーということの想定とい

うのは考えられなくはないんですけども、

我々としては現時点でベンチャーである

のか、一部上場企業であるのか、非上場の

企業であるのかということではなくて、や

はり健康・医療の観点でどのような事業を

実際しておられるのか、どのような事業を

することによってどういった、どの程度の

収益を生んでおられるのか、それが国立循

環器病研究センターであったり国立健康・

栄養研究所との連携が図れるような部分

があるのかないのか、そういったところが

やはり第一義的に考える部分であると思

いますので、その後でもし一部上場企業で

あればそれはそれで非上場の企業よりも

リスクは少ないということになってくる

のかなと思っております。 

 あと、思惑と違う企業のお話がございま

したけれども、この問題については先ほど

も少しご答弁させていただいたんですけ

れども、やはり本社機能が移転するという

ところと倉庫が来るということでは、同じ

一部上場企業の優良企業であったとして

も全く異なってくるとは考えております

ので、我々は今の段階ではやはり本社機能、

研究開発機能の移転をいただけるという

ことを第一義的に考える。ですから仮に今

の時点で公募をして、もし倉庫的な使途で

考えておられる企業しか来なかった場合、

それを果たしてコンセプト上、排除できる

のかどうかというのはなかなか難しい問

題でありますので、まだ今の段階では前者

のほうの選択肢、前者のほうを優先的に考

えて活動を進めていきたい。ただいつまで

もほっておくということにはならないと

思いますので、どこかの時点で水準といい

ますか、我々が望んでいる水準というのを

ひょっとしたら少し落とす必要が出てく

るということも、長い目で見れば考えられ

るのかなとは思っております。そうならな

いように努めていきたいと思います。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

連続立体交差事業の質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず１点目の流れでございますけれど

も、現在測量しておりまして、今後具体的

に事業に必要なラインというものを出し

て、地権者の方々に示していきたいと考え

ております。 

 補償の方法なんですけれども、基本的に

都市計画決定された区域の中は買収とい

う形で行います。今回は仮線、コミプラは

東側に仮線を一度振りますので、仮線が都

市計画決定ラインより外側にくるところ

がございます。そこにつきましては将来的

には土地が必要になりませんので、借地と
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いう形で工事完了すればお返しすると、工

事完了までの約１０何年かは土地をお借

りするという形で補償になります。 

 ２点目の市民の意向にどう答えるのか、

答えていくのかどうかというところなん

ですけれども、市民の意向に全て沿った形

での補償というのがベストだとは思いま

す。ただ、やはり行政としましては補償の

ルールがございますので、できることとで

きないことというのがありますし、今回の

事業主体はそもそも大阪府でございます

ので、その辺のことについては府と調整し

て確認しながら進めていきたいと思いま

す。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業についてお答えします。 

 準備組合活動時は、市は直接意見を聞い

ておりませんでしたが、市が主体としてな

りまして、個々意見を聞きましたところ、

結果的には賛成・反対の方に大きく変化

はなかったと考えております。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 イノベーションパークに

ついては、何度も言いますけどもここは将

来の摂津市の財政を左右する大きいとこ

ろだと思いますので、その点は頑張ってい

ただいて、摂津市の１０年後、２０年後、

何十年後、それにかかわるような大きい問

題ですので、その点はくれぐれもよろしく

お願いしたいと思います。 

 阪急京都線連続立体交差事業と千里丘

駅西地区まちづくり事業ですけれども、こ

こはやはり想定されているタイムスケジ

ュールに変更することなく、最終的な完成

時期に変化のないように、その点はくれぐ

れもお願いしたいと思います。 

 やはりお一人お一人の生活があります

から、ほかの事業でもそうですが、立ち退

きに不公平がでないよう取り組んでくだ

さい。皆さん全体のタイムスケジュールを

聞いてそれに生活を合わせて、家なり、財

産をどうするかというようなことを考え

られて進められてますので、市民の人生が

かかってますので、それにくるいのないよ

うによろしくお願いしたいと思います。 

 それと健都ポータルサイトですけれど

も、この健都の件が十分に発信できるよう

に、これから国立循環器病研究センターが

完成されて具体的に見えるというような

ことになってこようかと思います。なかな

か健康というのは見えにくい部分ですか

ら、それをどうやっていかに多くＰＲして、

実際にそれがＰＲするだけではなくて市

民の健康につながるということが最終目

標でありますから、健康になるということ

が、全国に、そして世界に発信できるよう

にぜひとも努力を惜しまず、頑張っていた

だきたいと思います。以上で質問を終わり

ます。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 次に、弘委員。 

○弘豊委員 それでは私のほうはもう絞

って質問させていただきたいと思います。 

 一つ目に、イノベーションパークの共有

地にかかわってですけれども、これまでに

も医療クラスターがうまく進むのか、思い

どおりにいくのか、そういった懸念はある

ということで私のほうからも言ってきた

経緯はあったと思うんですけれども、今の

時点で掴んでる範囲で構わないんですけ

れども、例えば関西で同じように医療クラ

スター、そういう企業集積をされてるとこ

ろの状況などについて聞いておきたいと

思います。 
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 次に阪急京都線連続立体交差事業にか

かわってです。こちらのほうはいよいよと

具体的な住民の皆さんとの交渉などもこ

の年度に入っていきます。当面、阪急の線

路の東側に仮線を引く工事をしていくと

いう話かと思うんですが、その間ご自分の

土地とかそこには直接はかかってこない

けれども駐車場の進入路が工事の間は恐

らく通れなくなるから、どうしたらいいの

かという声だったり、商売されてる方なん

かで、自分のところは直接かかってこない

けれども、恐らく工事の間は人が寄りつか

なくなるだろうというようなことがあり

ますよね。そういった場合、どういうふう

な補償になるかについてちょっとお聞か

せいただけたらと思います。 

 ３点目ですが、千里丘駅西地区まちづく

り事業です。再開発の手法としてこれまで

の議論の中でも特定建築者制度というこ

とでやっていくとなっています。そこでの

メリットについてはご説明があったかと

思うんですけれども、一方でいわゆる開発

のときの経済的なリスクがあったとして

も事業を行っていくというようなことに

なれば、行政のほうから、また住民のほう

からの要望とか願いとか、そういったとこ

ろって反映しにくくなるんじゃないのか

なっていうふうな懸念があったりするん

ですが、そういったところは補償されるの

か、ちょっとこの３点に絞ってお聞きして

おきたいと思います。 

○藤浦雅彦委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○藤浦雅彦委員長 それでは、再開いたし

ます。 

 答弁を求めます。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、弘

委員の質問にご答弁申し上げます。 

 近隣のところで、この健都のようにオー

プンイノベーションを推進しつつ、まちづ

くりを図っておられる事例というところ

でございますけども、京都府のけいはんな

にオープンイノベーションセンターとい

うのがございますし、神戸市のポートアイ

ランドに医療産業都市と言われる、これは

いずれもかなり規模が大きくなっており

まして、けいはんなでも１０８ヘクタール

以上の土地の中で、企業集積を図っておら

れますし、コンセプト的にも、いずれもか

なり広範囲にコンセプトがございまして、

京都府なんかでいいますと、文化、教育等

の観点も含まれておりますし、神戸市であ

れば、創薬から医療関連、それと介護ロボ

ット等、かなり広範囲にわたったコンセプ

トということで進められております。 

 神戸市のほうについても、かなり歴史が、

２０年ぐらい経つようなんですけども、そ

の中で、現在３００を超える企業が集積を

しているという状況であります。近隣では、

茨木市の彩都のほうにございまして、当然

そこは４月にも行っておるんですけども、

いずれのところも、やはりなかなかそう簡

単に企業集積が増すことができて、イノベ

ーションに資するような取り組みができ

ているということでは、なかなか歴史の中

で紆余曲折を、いろいろ課題を一つ一つ解

決しながら取り組んでおるということが

ございますので、我々としても、参考にな

るところは参考にしつつ、健都のまちづく

りに取り組んでまいりたいということで

考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、藤原参事。 

○藤原連続立体交差推進課参事 連続立
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体交差事業の駐車場の進入路等の考え方

について、お答えいたします。 

 工事により進入路がなくなり、駐車場が

使えなくなる等の補償につきましては、生

活再建のこともございますので、機能補償

や工事での工夫によって、侵入を可能にす

る等の補償は考えられると思います。 

 近隣地での営業につきましては、今後の

どのような影響があるか、調査しないとわ

かりませんが、このようないろいろな問題

が今後たくさん出てくると思いますので、

事業主体である大阪府と密に協議を行い、

事業進捗に努めていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業について、お答えします。 

 特定建築者は、市が作成しました計画に

基づいて工事を進めるものでございます。

計画策定は、事業協力者の提案、助言を参

考に市が作成してまいります。 

 今後も事業を進める上では、地権者説明

会等でのご意見を伺いながら取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ２回目になりますが、イノベ

ーションパークの企業立地、企業集積にか

かわってですが、今の答弁でもありました

が、なかなか一筋縄じゃいかないのかなと

いうようなことが印象として、今改めて思

いました。 

 当初、この計画で千里丘７丁目のクリー

ンセンター跡を医療クラスターとしてと

いう提案のときには、国立循環器病研究セ

ンターや、その後から国立健康・栄養研究

所が入ってくるということの情報がある

中で、そこがどこからしたら連れてきてく

れるのかなという印象も持ったかもしれ

ませんし、関西でここだけということだっ

たら、いろいろと取り組みがあるのかもし

れませんけれども、とりわけ、この摂津市

のこの場所に来てもらうということは、や

っぱり企業として、それだけの魅力や価値

を見出せないことには来ないのかなと思

われます。 

 そういったことからして、特にこの場所

を打ち出している、またどういうことを考

えておられるのか、２回目について、もう

一度聞いておきたいと思います。 

 次に、連続立体交差の関係では、具体的

なこととか、個別のことは、それぞれと協

議していかないといけないことになるの

で、突っ込んではこの場では聞いていきま

せんけれども、多くの方が不安に思ってる

部分ですから、早々にそういう不安が取り

除けるものなら、取り除いていくように急

がなければならないと思います。 

 今、阪急摂津市駅の駅前にも宣伝看板が

立って、立ちどまって看板を見ていかれる

方を私も見かけるんですけれども、それな

りにやっぱり注目もしていて、皆さん気に

かけておられるので、また情報が入れば逐

一お伝えいただきたいと思いますし、また

個別の交渉なども丁寧に行っていってい

ただきたいと、これは要望として終わって

おきたいと思います。 

 ３点目の千里丘駅西地区の件です。特定

建築者制度の中身としては、市の計画があ

ってというようなことで、事業者のほうに

動いてもらうということだから、特に私が

さっき述べたような不安はないというよ

うな答弁だったかと思うんですけれども、

ただ、事業者のほうは、やっぱりそれなり

のメリットがあって、リスクがありつつも、
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取り組んでくれるということの中では、本

当にいろいろと市が思ってるとおりにな

るのか若干の不安を感じるんですけれど

も、これまでいろんなところで開発をやら

れてると思うんですけれども、今言われた

特定建築者制度というようなことでやら

れてる近隣の事例とか、そういうのがあり

ましたら、ぜひ教えていただきたいんです

けれども、２回目お聞きしておきます。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、２

回目のご質問にご答弁させていただきま

す。 

 この４ヘクタールの土地につきまして

は、もともと正雀下水処理場とクリーンセ

ンターがあったわけで、その操車場の跡地

のまちづくりの計画の段階では、これは住

宅ゾーンに一定位置づけをしておったわ

けですけれども、国立循環器病研究センタ

ーが移転するということの中で、等積交換

等もいろいろやりながら、この土地の中に

摂津市の３面道路に面した、接道した６，

０００平米の土地を生み出して、その中で、

国立循環器病研究センター等とコンセプ

トを供用しながら、まちづくりを進めてい

こうということで成り立ったものでして、

当初の計画からすると、結果的にはこの４

ヘクタールの土地については、非常に有益

なものになったと思っております。 

 そのコンセプトに合致する企業を誘致

してまいりたいということで鋭意努力を

しておるわけで、それが税収等、それと市

民に何らかの健康・医療に関する価値を提

供できるようなことということを考えな

がら進めておるというところなので、我々

としては、引き続き、このようなコンセプ

トに基づいて、誘致に努めていきたいとい

うことで考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

まちづくり事業につきまして、お答えしま

す。 

 特定建築者制度の事例ということで、大

阪府内では３市ほど事例がございまして、

いずれも事業は完了しておりまして、特に、

今掴んでいる情報では、うまく事業が進ん

でいるのかなと思っております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 千里丘駅西地区まちづくり

事業の関係で言うと、大阪府内３市とおっ

しゃられましたけれども、具体的に三つだ

けだったら、どこの市かを教えていただけ

たらと思います。 

 それと、イノベーションパークのことな

んですけれども、こちらのほうもやっぱり

企業が移転するとなると、やっぱりそれだ

けの魅力がないと来てくれないというこ

とで、とりわけ、この摂津市の場所に来て

いただくための取り組みが求められてい

るのかなと思いました。 

 現在事業されている企業に自治体側が

出ていってほしくないという思いなんか

もあるかと思うんですよ。そういった中で、

企業誘致活動で取り合い、引っ張り合いみ

たいなことをしてる、そういう活動自身を

否定するつもりはないんですけれども、税

金の優遇とかではなく、摂津市なりの魅力

というようなことがあったらいいのかな

ということもちょっと考えたりしており

ました。 

 今回の件で言いましたら、やっぱり国立

循環器病研究センターと、また国立健康・
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栄養研究所ですかね。そういったところと

の連携となると、そんなにどこでもいいっ

てことではないのかなと改めて思いまし

たんで、この点については、早々にという

ようなことももちろん思いとしてはいろ

いろ出ましたけれども、長いスパンの取り

組みになっていくのかなというようなこ

とをちょっと感想的に思ったので、そのこ

とをちょっと申し上げて、これについては

答弁は結構です。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 特定建築者制度

の事例につきまして、申しわけございませ

ん。補足させていただきます。 

 ３市でございますが、枚方市の牧野駅東

地区、それと和泉市の和泉府中駅東第一地

区、それから柏原市の柏原駅西口という、

この３地区で特定建築者制度を活用され

ております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 この駅前再開発において、これまで取り

組みの中では成功している事例、なかなか

うまいこといってないと思われるような

事例、そういうのがあるわけで、ここの委

員会の中でもいろいろな議論があったか

と思います。これから動いてく中でも、住

民の皆さんから出てくる不安であったり

とか、また要望であったりとか、そういう

のがあるかと思いますので、参考になるそ

ういう例があるということですから、そこ

のところはまたしっかりと研究していっ

ていただいて、摂津市が主体ということで、

市民の納得のいく、そういうふうな動きを

つくっていかれるように、その点について

は、強く要望しておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 以上で質問を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時１２分 休憩） 

（午後１時１３分 再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 議案第２０号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 確認の意味で２点質問

をさせていただきます。 

 まず、この市街地再開発事業者協力選定

委員会の設置の目的を改めて教えていた

だきたいのと、あわせて、この日額６，９

００円のこの金額の経緯というものを教

えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁をお願

いいたします。 

 門田参事。 

○門田都市計画課参事 事業協力者選定

委員会の設置につきましては、特定建築者

制度活用に先立ちまして、民間事業者のノ

ウハウ等を事業計画作成段階から取り入

れるために、その事業者を選定するために、

選定する公募に向けた公募要項の作成や

審査基準の作成などするために設置いた

します。 

 また、委員の報酬日額６，９００円につ

きましては、都市計画審議会など本市にお

ける多くの各審議会等の委員報酬が６，９

００円であることを踏まえ、設定してござ

います。 

 以上です。 
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○藤浦雅彦委員長 ほかにありますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 私も一つ確認ということで、

お聞きしておきたいと思います。 

 今回、事業協力者を選定していくという

ようなことなんですけれども、その後、特

定建築者の事業者が決まっていくという

ことなんですが、今回の事業協力者が集ま

れば、今度はちょっと段階的に新たな特定

建築者を選定していくようにお聞きして

いるんですけれども、その点についてお聞

かせください。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 先ほど申しまし

たが、事業計画作成の段階から、民間事業

者のノウハウを取り入れるために、事業協

力者を公募、選定をするということで、そ

の決定に当たっては、この選定委員会で選

定していくということでございます。そし

て、その後の計画段階が終わりまして、権

利変換計画認可取得後、特定建築者につき

ましても、新たに選定委員会を設けまして、

同じく募集要項であるとか、選定基準など

をつくってまいりまして、公募により特定

建築者を新たに選定してまいりたいと考

えてございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 これまで準備組合が取り組

んでこられた中でも、いろいろなアドバイ

スやコンサルタントが入って、計画等をつ

くられてきました。大体計画をつくるのと

事業主体になる事業者というのは、つなが

ってくるのかなと思うんですけれども、今

回、言われているこの事業協力者というよ

うなことと、特定建築者というのは、全く

関係なしに公募を繰り返すというような

ことになるのか、そういうやり方がいいの

か、ちょっとその辺が判断つきにくいので、

もう一度お聞かせいただけないでしょう

か。 

○藤浦雅彦委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 千里丘駅西地区の特

定建築者等のかかわりについて、ご説明申

し上げます。 

 準備組合の検討におきましては、設計会

社と、それから建設事業者が加わりまして、

現在の街区整備計画案をつくってきまし

た。ただ、市施行になりましたので、改め

て仕切り直しということで、計画段階には

事業協力者を今回の審査委員会を通じて、

公募要件をつくり上げて、改めて公募をす

るということで、そのときには、事業者か

らの提案を受けて、プロポーザル方式にな

ると思いますが、それを経て事業者を決定

していくということになります。 

 また、その次の段階の特定建築者におき

ましても、同様な審査を行って、事業者を

決定していきますんで、基本的にそれぞれ

の関係はないと考えています。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 進め方としては、そうなるの

かなと説明の中では感じるんですけども、

実際問題、やっぱり計画の段階から施工の

段階、そういうのは、一本でいくほうがよ

いような気もする、素人考えで言ったらそ

うですよね。あえて分けてる意味というか、

そういうのがあるのかどうかだけ、最後ち

ょっと聞かせていただけますでしょうか。 

○藤浦雅彦委員長 門田参事。 

○門田都市計画課参事 特定建築者制度

につきましては、都市再開発法で権利変換

計画を認可取得後に、公募により選定する

というふうになってございますので、その

前の計画段階でも、別で事業協力者選定委
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員会という中で、事業協力者を選定してま

いりたいということで、そういう２段階に

なるということでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦委員長 ほかに質疑あります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時２１分 休憩） 

（午後１時２２分 再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦委員長 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） 

○藤浦雅彦委員長 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１０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） 

○藤浦雅彦委員長 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２０号について、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） 

○藤浦雅彦委員長 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します。 

（午後１時２４分 閉会） 
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