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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。 

連日の常任委員会に引き続きまして、本

日は、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、さきの本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

きますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

一旦退席させていただきます。 

○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

付しており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。 

高尾建設部長。 

○高尾建設部長 議案第１号、令和２年度

摂津市一般会計歳入歳出予算のうち、建設

部に係る部分につきまして、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。 

まず、予算書の３８ページ、歳入でござ

います。 

款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金は、千里丘駅西地区の

社会資本整備総合交付金でございます。 

次に、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。 

続きまして、１５４ページ、歳出でござ

います。 

款７土木費、項４都市計画費、目２街路

事業費は、１５７ページに続きまして、阪

急京都線連続立体交差事業に係る土地購

入費、連続立体交差事業負担金、物件移転

等補償費などでございます。 

次に、１５８ページ、目５再開発事業費

は、千里丘駅西地区に係る調査計画等委託

料などでございます。 

以上、令和２年度摂津市一般会計予算補

足説明でございます。 

続きまして、議案第９号、令和元年度摂

津市一般会計補正予算（４号）のうち、建

設部所管分につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。 

まず、予算書１８ページ、歳入でござい

ます。 

款１６府支出金、項３委託金、目２土木

費委託金の連続立体交差事業調査委託金

は、府からの委託金の額確定に伴い、補正

するものであります。 

次に、４６ページ、歳出でございます。 

款７土木費、項４都市計画費、目２街路事

業費は、土地購入費、物件等補償費などの

契約に伴う年度末見込み額を補正するも

のでございます。 

目５再開発事業費は、委託料の契約等に

伴う年度末見込み額を補正するものでご

ざいます。 

以上、建設部の所管します令和元年度一



- 3 - 

 

般会計補正予算の補足説明とさせていた

だきます。 

○藤浦雅彦委員長 続いて、山本市長公室

長。 

○山本市長公室長 おはようございます。 

議案第１号、令和２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、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９号、令和元年度府

摂津市一般会計補正予算（第４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２６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

しの時間を有するとの判断から、事業者募

集・選定業務委託料などを減額したもの

でございます。 

以上、議案第１号、令和２年度摂津市一

般会計予算及び議案第９号令和元年度摂

津市一般会計補正予算（第４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 おはようござい

ます。 

議案第１号、令和２年度摂津市一般会計

歳入歳出予算のうち、保健福祉部に係る事

項につきまして、補足説明をさせていただ

きます。 

歳出でございますが、１２４ページ、款

４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費の

うち、１２７ページの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、北大阪健康医療都市に関する情報

発信を目的に、吹田市と共同でポータルサ

イトを運営するために執行する経費を負

担金として計上いたしております。 

２３０ページ、北大阪健康医療都市推進

事業は、北大阪健康医療都市における産学

官民連携の仕組みを構築するため、令和２

年７月から令和３年６月までの実施を予

定している委託業務にかかる経費でござ

います。 

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。 

質疑のある方。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。 

それでは早速ですけども、質問をさせてい

ただきます。 

まず１番目、こちら阪急京都線連続立体

交差事業にかかわるところですけども、補

正予算書の６ページ、こちらのところで、

繰越額が約５億円あるというところ、そし

て、減額補正のほうで４７ページ、そちら

のほうで土地購入費、あるいは連続立体交

差事業負担金、物件移転等補償費、約３億

円と記載をされております。これについて、

内容を改めてお聞かせください。 

続きまして、２番目、同じく阪急京都線

連続立体交差事業で予算概要９２ページ、

こちらについては、現状についてのところ
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をお聞かせください。 

続きまして、３番目、予算概要９６ペー

ジ、千里丘駅西地区まちづくり事業、こち

らにつきましても、改めて現状についてお

聞かせください。 

また、地権者との協議の中で課題という

ものはどのように挙がっているのかとい

うところも、あわせてお聞かせください。 

続きまして、４番目、予算概要２０ペー

ジの健都イノベーションパーク企業立地

推進事業というところで、こちらにつきま

しても、イノベーションパーク企業誘致で

のイノベーションパーク全体、吹田市側も

含めて、現状についてお聞かせください。 

最後５番目、こちら一般会計予算書８ペ

ージの北大阪健康医療都市推進事業の債

務負担行為のところで、こちらも代表質問

でも一部やりとり等がございました。しか

しながら、改めて、この事業概要について

お聞かせください。 

以上、５点です。 

○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、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

まず、１点目の補正の繰り越しと減額の

内容、内訳等についてですけれども、繰越

額につきましては、具体的には土地購入費

を１億４，０００万円、物件移転補償費を

３億５，０００万円、あと手数料等を合わ

せて５億３，５００万円のほうを繰り越し

しております。 

減額につきましては、状況なんですけれ

ども、９月で年度当初から国の予算が重点

化されたことに伴いまして、それにあわせ

て事業推進をするべく、９月に補正予算を

計上して、説明させていただいておりまし

たけれども、なかなか地図訂正だとか地元

権利者との調整が難しく、執行可能な額と

して見込みまして、約３億円を減額して、

残りの約５億３，０００万円を繰り越しと

いう形でさせていただいております。 

現状につきましては、昨年度から測量に

入っておりまして、おおよそ境界の確定の

ほうはもう完了しております。一部、地図

訂正が必要なところもございます。 

続きまして、実際の補償額の算定のため

の不動産鑑定とか建物調査も実際、建物の

中に入らせていただいて、金額のほうはよ

うやく出てきております。しっかりそこを

チェックして、その金額をもって、交渉に

当たりたいと思います。 

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。 

令和元年度は、当再開発事業に関する都

市計画手続を行ってまいりました。府内の

地権者や借家人の皆様を対象とする説明

会を経て、主に市内在住・在勤などの方を

対象とした住民説明会を８月に開催いた

しております。 

さらに、公聴会の開催を予定しておりま

したが、公述申し出がございませんでした

ので、公聴会は開催しておりません。 

その後、１１月に都市計画案の縦覧を行

い、１月３１日に摂津市都市計画審議会を

経て、２月２５日に都市計画決定を行いま

した。 

また、令和２年度より策定を進める事業

計画について、助言・提案をいただく事業

協力者の選定のため、令和元年度摂津市市

街地再開発事業事業協力者選定委員会を

設置し、本委員会において、募集要項や選

定基準等を作成いたしました。この募集要

項により、３月９日に募集を開始したとこ
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ろであります。３月２３日まで、本事業の

事業協力者に応募の関心がある事業者の

受け付けを行い、６月１日まで企画提案書

を受け付けいたします。その後、書類審査、

プレゼンテーション審査により事業協力

者候補者を選定し、最終、７月下旬ごろ協

定書締結により事業協力者を決定する予

定でございます。 

地権者への対応状況としましては、これ

まで説明会等を通じて、計画案の内容やス

ケジュールなどを説明し、ご理解、ご協力

をお願いしてきたところです。依然、明確

に事業に賛成を示されていない方もおら

れます。地権者のみならず、借家人の方々

も含め、今後、土地建物の調査を進めます

とともに、個別面談などを行いながら、合

意形成を図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 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、健都

イノベーションパーク全体の進捗状況に

ついて、お答えいたします。 

健都イノベーションパークの敷地約４

ヘクタールのうち、現在３区画、約１．６

ヘクタールの敷地におきまして、ニプロ株

式会社が進出決定しておりまして、令和４

年度の操業開始を目指した取り組みが進

められております。 

なお、令和２年度中の工事着工が予定さ

れております。 

また、１区画約０．４ヘクタールの敷地

におきましては、昨年９月に国立健康・栄

養研究所の入居先となりますアライアン

ス棟の整備運営事業者として、ＪＲ西日本

開発株式会社が決定しております。こちら

につきましても、令和２年度上半期中の工

事着手、令和４年度中の操業開始を目指し

た取り組みが進められております。 

残る区画につきましては、イノベーショ

ンパークの敷地の半分となります約２ヘ

クタール６画地となっておりまして、現在、

吹田市や大阪府等の関係機関と誘致活動

の方策を始めまして、今後のスケジュール

などについて、検討を進めている状況でご

ざいます。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 済みません。吹田市の

状況も含めてと質問されていますけど、後

でまたできるようであれば。 

では、川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 では、ご質問の５

点目、北大阪健康医療都市推進事業の内容

について、お答えいたします。 

この事業は、健都において、医療イノベ

ーションと健康づくりを一体的に推進す

るために、国立循環器病研究センターや国

立健康・栄養研究所を初めといたしまし

た産学官民の連携体制の仕組みづくりを

大阪府、吹田市との協働で実施するもので

ございます。 

事業は、令和２年７月から令和３年６月

までの２か年にわたる委託事業として予

定をしております。吹田市が事業委託者と

契約を行いますので、本市は、負担金によ

る支出ということで予定をしております。

支出につきましては、事業完了後となりま

すので、債務負担行為として計上させてい

ただいております。 

○藤浦雅彦委員長 補足答弁できますか。 

細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 先ほどの吹田

市敷地につきましては、ニプロ株式会社の

部分とアライアンス棟、こちら国立健康・

栄養研究所が入居する施設になるんです

けども、こちらにつきましては、吹田市の
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所有する敷地でございますので、吹田市側

の現状というところでご答弁させていた

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、引き続きまし

て、２回目の質問をさせていただきます。 

まず１点目、補正予算の件ですけども、

昨年の国の補正予算で非常に大きな額が

入ってきたというところで、全てをなかな

か消費するということは難しかったとい

うところは認識をいたしました。それにつ

いては、この約５億円という形で繰り越し

になったと理解をいたしました。 

この繰り越しについて確認なんですけ

ども、これが令和２年度に繰り越しをされ

たということですけども、これがまた令和

３年度、令和４年度に繰り越しができるも

のか、ちょっとそこを確認の上でお聞かせ

ください。 

続きまして、阪急京都線連続立体交差事

業のところで、いろいろ調査というものが

確実に進められているという現状につい

ては理解をいたしました。 

その上で、令和２年度の事業の取り組み

ついてお聞かせください。 

続きまして、３番目、千里丘駅西地区ま

ちづくり事業のところで、２月に都市計画

決定をして、３月９日に、こちらも委員の

ほうにはお知らせをいただきました。３月

９日に事業協力者の公募ということで、募

集を開始をしているというところで理解

をいたしました。 

また、地権者との協議等につきましても、

今後しっかりと個別面談でやっていくと

いうところで理解をいたしました。 

ぜひ、そこについては、丁寧な説明を引

き続き、実施していただければと思います。 

それを踏まえまして、令和２年度につき

ましては、この調査計画等委託料が約４億

円と、非常に大きな金額かと思います。こ

れについて、この内容について、改めてお

聞かせください。 

続きまして、４番目、健都イノベーショ

ンパークの件でございます。 

約半分がニプロ株式会社、アライアンス

棟ができるというところで、残り半分とい

うところで理解をいたしました。この健都

イノベーションパーク企業誘致につきま

しては、前々から、この当委員会、あるい

は本会議等々でも速やかにという話が何

度も出ているところでございます。 

その中で、ちょっと私もいろいろと調べ

まして、健都のコンセプトの一つでありま

す国立循環器病研究センターを核とした

医療クラスター形成に関する基本的な考

え方の中で、オープンイノベーションに連

動したエリアの産業活性化により、国際級

の複合医療産業拠点を形成するという文

言が書かれております。当然、健都イノベ

ーションパーク企業誘致につきましては、

この構想に合致しているものでなければ

いけないということは、重々承知をしてい

るところでございます。 

今回、このオープンイノベーションとい

うのをちょっと調べまして、例えば、ＮＥ

ＤＯのオープンイノベーション白書によ

りますと、オープンイノベーションは、プ

レーヤー間の関係性であり、関係性の数は

プレーヤーが多ければ多いほど増加する

ため、フランスでの超巨大インキュベーシ

ョン施設Ｓｔａｔｉｏｎ Ｆのような大規

模拠点も有益であるというように書かれ

ているところでございます。 

それを踏まえて、この中で、アライアン

ス棟、これがレンタルオフィス、レンタル
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ラボがあると。インキュベーション施設の

一つかなと考えておりますが。あと、関係

性をふやす取り組みの重要性ということ

を考えましたときに、例えば、インキュベ

ーションセンターなど、そういったところ

の募集というのも一つ選択肢にあるのか

なと考えますけれども、いかがでしょうか。

そのお考えをお聞かせください。 

続きまして、２番目、健都において一体

的に進めていくために、産学官民の仕組み

づくりというところでは理解をいたしま

した。これは、一つエリアマネジメント機

能かなと思っております。このエリアマネ

ジメントにつきまして、既に２０１５年８

月に北大阪健康医療都市を中心とした健

康・医療のまちづくりに関する考え方とい

うところで、エリアマネジメント組織につ

いては言及をされております。しかし、今

とまっている現状があるという中で改め

て必要性があって、この事業を行うことに

なったのかと思います。 

そこで、エリアマネジメント機能の必要

性について、改めてお聞かせください。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁をお願

いします。 

藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

１点目の繰り越しにつきましては、基本

的には令和３年度までは繰り越しはでき

ないということで、令和２年度で考えてお

ります。我々としても、令和２年度で執行

できるようにしっかり取り組んでいきた

いと、今から準備のほうはしております。 

令和２年度の具体的な取り組みなんで

すけれども、本年度、つまり令和元年度も、

建物調査等、区域確定している駅から南側、

駅から大阪側になるんですけれども、そち

らのほうは区域確定しておりまして、先ほ

ど言ったような建物調査等入っておりま

す。来年度も建物調査を早期発注して、駅

から大阪側の残りの部分について調査を

早期に進めて、交渉のほうを進めていきた

いと考えております。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 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。 

調査委託料につきましては、令和２年度

より、具体的に事業計画を策定する作業と

いたしまして、駅前広場や建築物等の基本

設計、測量調査、それと土地建物調査、地

盤調査などを調査委託料により行います。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、２回

目のご質問にお答えします。 

アライアンス棟では、レンタルラボ、レ

ンタルオフィスなどの整備が予定されて

おりまして、既に複数の企業から入居を希

望するというような話を吹田市のほうか

らお聞きしております。 

また、国立循環器病研究センターにおき

ましては、企業等との共同研究施設となる

床面積約２，１００平方メートルのオープ

ンイノベーションラボが整備されており

まして、１７機関の入居が決定し、面積の

９割近くは順次稼働していくような状況

となっております。 

レンタルラボ、レンタルオフィスにつき

ましては、国立循環器病研究センターのオ

ープンイノベーションラボ、アライアンス

棟の状況も見ながら、研究、検討をしてい
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きたいと考えております。特に、アライア

ンス棟につきましては、委員がおっしゃい

ましたインキュベーション、スタートアッ

プ企業の入居も可能というような話も聞

いておりますので、こちらのほうも状況を

見ていきたいと考えております。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 エリアマネジメ

ント機能の必要性について、お答えいたし

ます。 

健都の価値を最大限に発揮するために

は、国立循環器病研究センターや国立健康

・栄養研究所をはじめとする健都に集積

するさまざまな関係機関とともに、予防医

療や健康づくりの取り組みの推進などの

健康・医療のまちづくり、それと研究開発

やオープンイノベーションの推進などの

医療クラスターの形成、これらの取り組み

を進めていくことが必要と考えておりま

す。そのためには、これらのさまざまな取

り組みをつなぐ実証フィールドにおける

仕組みづくり、ひいては、地域価値向上を

実現するエリアマネジメント機能のあり

方の検討と、その構築を行う必要があると

考えております。本事業は、そのエリアマ

ネジメント機能の構築を図ることを目的

として取り組むものでございます。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。 

まず１番目、こちらについては、もう要

望とさせていただきます。 

繰越額については、令和３年度にはもう

繰り越せないということで、令和２年度で

しっかりと使っていくというところでは

認識をいたしました。 

こちらにつきまして、次の２番と重なる

んですけど、約５億円をしっかりと使って、

事業を進めていくというところで、やはり

この金額としては、用地買収が今後焦点に

なってくるかなと思っております。早期希

望者もいろいろ調整をされる中で、早く引

っ越し等々、物事を進めたいという話があ

るということもお聞きをしております。そ

ういった中で、早期希望者への対応なども

しっかりとすべきかなというところを要

望いたします。 

そういう中で、用地買収ですね。やはり

促進をしていかなければならないと考え

ておりますけども、その工夫については、

どのように考えておられるのかお聞かせ

ください。これは１番、２番、一緒の問い

になります。 

続きまして、３番目、委託料の中身につ

いては、おおむね理解をいたしました。 

その上で、事業協力者について確認でお

聞きしたいんですけども、再開発事業に係

る事業協力者を決定して、事業計画の策定

を進めると。それとともに、この調査計画

委託をされるということですけども、この

連携について、どのようなものなのかとい

うところをお聞かせください。 

続きまして、４番目につきましては、そ

ういったインキュベーション施設という

のも選択肢の一つになり得るのかなと思

っております。これまで一つの大企業、優

良企業というところを今まで言っておら

れました。その中で、なかなか話が進まな

い状況の中で、一つ選択肢を広げるという

ところは、誘致の可能性を高めるのかなと

考えております。私としては、特にこのイ

ンキュベーションセンターがいいかなと

思っておりますので、ベンチャー企業など

がそこに入って、それが成功して、そこで

成功して大きくなって、本市の他の地域、
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例えば、鳥飼とかに移転し、社屋ビルを建

設するなど、そういった理想的な形にでき

ればよいのかなと。 

また、民設民営で、健都内の企業循環と

いうのも図れるかなと思っております。や

はり国立循環器病研究センターのＯＩＣ

（オープンイノベーションセンター）の企

業、中身をちょっとお聞きしましたけども、

大企業が多いというところで、やはり当オ

ープンイノベーション実現のためには、企

業の循環、新しい血が必要ということもい

ろいろとお聞きをしております。その中で、

そのアライアンス棟、そして国立循環器病

研究センターのＯＩＣ、そしてまた新たな

インキュベーションセンター、そういった

ところで企業内循環ということが可能に

なり、オープンイノベーションを実現する

ということが、さらに可能性を高めるもの

ではないのかなと考えております。 

その中で、このオープンイノベーション

につきまして、さまざまな研究者同士の連

携が不可欠であるとお聞きをしておりま

す。連携というのは、すなわち交流が必要

ということです。 

いろいろとお話を聞いていますと、医療

クラスターに集積と連携が必要であると

いう中で、それを考慮した場合、交流でき

る場所、例えば忌憚ない意見を交換できる、

例えば飲食ができる場が必要となります。

実際、昨年ちょっと個人視察で川崎市のキ

ングスカイフロントいうところに行って

まいりました。そこでは、いすゞ自動車の

工場跡地に各最先端の企業を誘致して、健

都と同じような形で取り組んでいるとこ

ろですけども、こちらでは、ホテルをエリ

ア内に誘致して、いろいろな研究者が交流

を行えるよう、その１階に交流できるバー

やレストランというのを設けております。

逆に、もう一つ別の関係で、神戸医療産業

都市推進機構の担当者のお話を聞く場が

ございました。それまで、逆にこちらのほ

うは、そういった交流できる場が少ないと

いうことが悩みであるとおっしゃられて

おりました。 

現状では、例えばビエラ岸辺健都では、

完成時のイノベーションパークの全ての

交流の場を受け入れるキャパシティは現

状ないのかなと考えております。それを踏

まえ、イノベーションセンター、そういっ

たところで交流の場なども、交流の機能に

ついてどうお考えなのかお聞かせくださ

い。 

続きまして、５番目エリアマネジメント

機能、健都の価値向上に取り組むところの

エリアマネジメント機能についての研究

をするというところです。それが必要にあ

るというところを理解をいたしました。 

これにつきましても先ほど言いました

けども、神奈川県川崎市のキングスカイフ

ロント、そして愛知県大府市のところです

ね、ウエルネスバレー地区というところが

ございます。これもエリアマネジメントの

勉強で行ってきたんですけども、企業集積、

あるいは病院等が集積し、その後連携の必

要性を感じ、エリアマネジメントを行うた

めの協議会を結成をしていくところです。

やはり、ただそこに集まってるだけでは、

自然連携できるなんてことはやはり期待

できず、連携を作為するということが必要

であるとお聞きしたわけであります。 

これをかんがみれば、比較的早い段階、

健都でのエリアマネジメントを検討する

ということは評価をできるものでござい

ます。ただ、それぞれのエリアマネジメン

トについては、やはりエリアの目的に寄与

するに適した組織形態になっている必要
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があると考えております。 

そこで、健都の目的は、国際級の医療ク

ラスター拠点の形成と、そして予防医療の

先端モデル地区、本市におきましては、健

康寿命の延伸をリードするまちづくりと

いうところでございます。 

当然このエリアマネジメント機能につ

いては、この目的に貢献すべきと考えます

けども、そこについてどうお考えかをお聞

かせください。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 阪急京都

線連続立体交差事業に関するご質問に答

弁申し上げます。 

用地買収を進めるための工夫というこ

とでございます。昨年９月で補正させてい

ただきまして、事業費のほう増額させてい

ただいて事業を進めるために、あわせて、

９月の段階で用地交渉業務委託の委託料

の計上をして、実際こちらのほうの業務の

委託もしております。 

今、委託先の企業もしっかりノウハウを

持ってますし、専門的な知識も豊富でござ

います。全国的に取り組んでおられる企業

でございますので、いろいろさまざまな事

例もいただきながら、我々職員に対してア

ドバイスをいただいているところでござ

います。実際の交渉も職員と一緒に行って、

企業の方と行って、そこから職員がノウハ

ウをしっかり学んで、事業推進に努めてい

っているところでございます。工夫といえ

ば、そういったところで、いろんなやり方

で取り組んでございます。 

○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。 

事業協力者との連携ということでござ

いますが、令和２年度より市が事業計画書

を策定してまいります。その作業に必要な

調査業務や設計業務などについて、コンサ

ルタントに委託を予定しております。 

この事業計画策定に当たり、市場性や事

業採算性などを踏まえた計画とするため、

事業協力者のノウハウ、助言、提案を参考

にしながら作業を進めてまいります。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、健都

内での交流機能というご質問にお答えい

たします。 

国立循環器病研究センターにおきまし

ては、産学官のさまざまな人が集まる交流

の場といたしまして、サイエンス・カフェ

というものが整理されております。こちら

では、セミナー等通じた各種情報の提供、

セミナー室などの場の提供、会員間の交流

機会の提供に取り組んでおられます。 

また、アライアンス棟やニプロ株式会社

におかれましても、交流スペースの整備が

今後予定されておりまして、企業間連携の

促進が期待されております。 

しかしながら、現段階におきましては、

まだまだ個々の取り組みにとどまってい

る状況にあると認識しております。将来的

には、摂津市、吹田市との連携も含め産学

官連携を進める観点からも、健都の窓口と

なり、健都内外を一元的にコーディネート

する機能が必要になってくると考えてお

りますので、大阪府や吹田市と共同で、こ

の仕組みづくりについて着手してまいり

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 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、健都の

コンセプトに関するご質問にお答えいた
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します。 

健都の一つのコンセプトであります健

康・医療のまちづくり、これにつきまして

は、予防医療や健康づくりの取り組みの推

進、また、市民参加型の取り組みのモデル

の創生などが挙げられます。 

もう１点の医療クラスターの形成につ

きましては、研究開発やオープンイノベー

ションの推進、関連産業の創出や振興など、

そういったテーマが挙げられるかと思い

ます。これらの仕組みづくりを考えますこ

とで、健康づくりと医療イノベーションの

好循環によりまして、市民の健康寿命の延

伸に大きく寄与するものと考えておりま

す。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは４回目、一部要

望、そして、引き続きご質問をさせていた

だきます。 

まず、２番目の阪急京都線連続立体交差

事業というところで、専門家の活用等しっ

かりと工夫をされているというところで

理解をいたしました。ぜひこの事業は、開

かずの踏切の解消と、そして、この地域の

摂津市の大きなまちづくりに貢献するも

のということで理解をしております。ぜひ

しっかりと進めていただければと思いま

す。 

特に、今後より具体的な用地買収等の話

ということになるというところで、地権者

に寄り添った対応を要望いたします。 

また、これは先になるかとは思いますけ

れども、阪急摂津市駅が高架化されるとい

うことで、高架下の活用というものも、今

後は考えていただきたい。ここに人が集ま

り活気づくというような仕組みも、やはり

今の段階からちょっと頭のほうに入れて

いただいて、進めていただいただければと

思います。 

そういった未来、この希望というのをさ

らに見せることによって、事業促進にも貢

献するかなと考えております。阪急京都線

連続立体交差事業につきましては、以上、

要望で終わります。 

続きまして、３番目、事業協力者と委託

との連携というとこについては、おおむね

理解をいたしました。これしっかりと連携

するように、また、担当課とも３者で協力

して事業を進めていただければと思いま

す。 

さて、この千里丘駅西地区まちづくり事

業につきまして、お隣の吹田市では、パナ

ソニックが岸部の工場跡地をパナソニッ

クスマートタウン構想で開発を進めてお

ります。これは健都周辺地域のプロジェク

トや大学とも連携し、エリア全体の価値向

上を図っているところでございます。それ

がスマートタウンの価値向上にも当然な

がらつながるものと期待をされていると

考えております。 

よって、健都と連携する、その構想その

ものが千里丘駅再開発地区の価値向上に

大きく貢献するものと考えますけども、健

都との連携については、どのように考えて

いるのかお聞かせください。 

続きまして、イノベーションパークにつ

きまして、交流の機能については、しっか

りと検討していただければと思います。や

はり、医療クラスターの形成には、集積と

連携というのが非常に重要になってくる

と。そこで、連携というところがエリアマ

ネジメント機能等も当然それが一緒にな

っていると。そして、そこにソフトとイン

フラという、その二つをしっかり同時並行

的に整備する必要があるのかなと考えて

おります。 
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そこで改めて、イノベーションパーク企

業誘致について、これまで国立循環器病研

究センターとの連携が必要とずっと言わ

れておりました。それが選択肢の一つであ

ると。選択肢というか、その要件の一つ、

重要な要件であるということですけども、

アライアンス棟ができて、国立健康・栄養

研究所がこちらに移転をします。これによ

って、フレイル予防など事業での連携も可

能となりますけども、こういった国立健康

・栄養研究所とのオープンイノベーショ

ンの集積というのも一つ選択肢になるの

かなと思うんですけども、改めて、イノベ

ーションパーク企業誘致のターゲットに

ついて、どのようにお考えなのかお聞かせ

ください。 

続きまして、北大阪健康医療都市推進事

業のところですけども、エリアマネジメン

ト、健都の目的にしっかりと貢献するもの

と。それをするためにしっかり考えていく

というところで理解をいたしました。 

そこで、この健都の目的の一つである医

療クラスター拠点形成を達成するために、

エリアマネジメントというものは、イノベ

ーションパーク企業誘致と密接な関係で

あるかと考えますけども、これについて、

どうお考えかお聞かせください。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 答弁お願いします。 

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。 

健都のまちづくりとの連携ということ

でございますけども、事業計画の策定に当

たりましては、鉄道沿線駅前の持つポテン

シャルに加え、健都のまちづくりや阪急京

都線連続立体交差事業など周辺都市開発

のインパクトも活かしつつ、魅力、にぎわ

いのあるまちづくりを検討してまいりた

いと考えております。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、４回

目のご質問にお答えします。 

健都イノベーションパークにおきまし

ては、国立循環器病研究センターを中心と

した産学官の連携拠点用地として、健康・

医療をターゲットに先端的な研究開発を

行う企業等の研究施設の集積を目指した

企業誘致に取り組んでまいりました。 

ただ、国立健康・栄養研究所の移転にか

かわる動きが具体化してまいりましたの

で、国立健康・栄養研究所との連携も視野

に入れた健康関連の企業という点に着眼

し、食事や運動、フレイルなどに関連する

企業も新たにターゲットとして調査研究

をしていく必要があると考えております。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 ４回目のご質問

にお答えいたします。 

健都には、国立循環器病研究センターま

た国立健康・栄養研究所などのほかに、健

康・医療関連企業も集積をしてまいります。

企業間での連携のみならず、このたびのエ

リアマネジメント機能が働きますことで、

産学官民の連携体制が整いますことから、

企業にとりましては、大変魅力の大きいも

のとなるというように考えております。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、まず千里丘駅

西区再開発のところで、インパクトのある

ものということで、ぜひこれはしっかりと

連携をしていただきたいなと思っており

ます。やはり、健都をいかに本市にメリッ
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トを落とし込んでいくかということは、今

の段階で構想するということは非常に重

要であると考えております。 

なお、健都といえば、今後イノベーショ

ンパークでの企業誘致が進めば、当然なが

ら、ビジネスマンのホテル需要が出てくる

というわけであります。到底、現状、ＪＲ

岸辺駅のホテル、つまりカンデオホテルズ

だけでは、その需要を満たすことができな

いのではないのかなと考えております。 

またＪＲ新大阪駅には、今後リニアも来

ます。そして、ＪＲ新大阪駅からＪＲ千里

丘駅までわずかな時間ということで、この

千里丘駅の価値というのもさらに高まっ

てくるのかなと。そういったところを踏ま

えて、本市にホテルがございませんので、

千里丘駅西地区再開発において、ホテルも

あわせて、例えばどこかのビルの上部に建

設するなどできないのかなと、ちょっと考

えるところなんですけども、どのようにお

考えなのかお聞かせください。 

続きまして、イノベーションパーク企業

誘致につきましては、ターゲットがふえる

ということは、選択肢がふえるということ

で、企業誘致の可能性がさらに高まるとい

うところで、これについては期待をするも

のでございます。やはり、健都は、当然、

国立循環器病研究センターを中心として

いますが、やはり国立健康・栄養研究所の

さまざまなファクターが入ってくるとい

うところで、一つに限らず、やはり健都の

全体の価値向上に資するといった企業を

ふやすということで、選択肢をふやし、企

業誘致の可能性をさらに高めるというこ

とは非常に重要になってくるのかなと思

います。そこはぜひ期待とするところでご

ざいます。 

そこで、今後改めて健都イノベーション

パーク企業誘致の姿勢について、吹田市や

国立循環器病研究センターとはどう検討

されているのかお聞かせください。 

続きまして、北大阪健康医療都市推進事

業のところで、医療クラスター拠点形成と

エリアマネジメント機能、そして構想とい

うのが、とても一つ魅力になるかなという

ところで理解をいたしました。 

これも個人視察の話ですけども、川崎市

のキングスカイフロントでは、島津製作所

の研究所が新宿からそちらのキングスカ

イフロントのほうに移転をする予定であ

ります。 

このキングスカイフロントネットワー

ク協議会の担当者によれば、島津製作所は、

羽田空港に近いという立地は当然ながら、

研究者の創造性、意欲を高めることができ

るよう作為されたキングスカイフロント

及びキングスカイフロントネットワーク

協議会の取り組みも高く評価をして、研究

所移転前に既に協議会に参加し、交流会等

に参加をしているというところをお聞き

をしております。 

まさに構想に理解を示す企業が健都に

大きな魅力を生み出すと。そして誘致に手

を挙げるというところが一つ可能になる

のかなと考えているところでございます。

この医療クラスター形成について必要で

あるということは理解をいたしました。 

では、もう一つの目的である予防医療、

先端の予防医療のまちづくりについては、

どのような関係となるのか、お考えをお聞

かせください。 

以上です。 

○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

について、お答えいたします。 

ホテルも含めまして、商業施設の内容に
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つきましては、市場性や周辺開発動向など

を踏まえ、事業協力者から助言、提案をい

ただきながら、検討し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 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、吹田

市等との連携についてのご質問にお答え

いたします。 

こちらにつきましては、大阪府が事務局

となっています健都クラスター推進協議

会というものがございまして、こちらの場

を通じまして、国立循環器病研究センター

や国立健康・栄養研究所を中心とした医

療クラスターの形成の推進に向けまして、

実務担当者間で連携方策や企業誘致の進

め方などについて共有し、連携しながら取

り組みを進めております。 

こちらにつきましては、摂津市、吹田市、

大阪府、国立循環器病研究センター、国立

健康・栄養研究所、厚生労働省が構成メン

バーとなっております。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 では、５回目のご

質問にお答えいたします。 

現在、本市では、数多くの保健事業に取

り組んでおります。ウオーキングコースの

設定やオリジナルの健康体操、また、認知

症予防脳トレ体操などに取り組みまして、

自主グループの活動につなげ、広く市民の

健康づくり、介護予防を図っているところ

でございます。昨年度からは、国立健康・

栄養研究所とのフレイル予防事業のモデ

ル市としての取り組みも始めております。 

これらの事業につきましても、実証フィ

ールドといたしまして、関係機関による実

証や検証が行われ、さらに効果的な事業の

創出や健康づくりにつながるものと考え

ております。糖尿病、高血圧などをはじめ

とする生活習慣病につきましても同様に、

効果的な発症予防、重症化予防の対策を講

じることができ、市民の健康寿命の延伸に

寄与するものと考えております。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは引き続き、質問

と要望と、もうそろそろ終わるようにいた

します。 

まず、千里丘駅西区再開発のホテルのと

ころですけども、こちらも要望ということ

で、ぜひそういったホテル等も、やはり１

０年、２０年後、３０年後、千里丘駅、そ

して健都一帯そのところのまちをしっか

りとイメージして、それにふさわしいまち

づくりをぜひ構想していただければと思

っております。健都の価値をいかにして千

里丘駅にもたらすことができるのかは、こ

の構想段階が非常に重要になってくると

考えております。 

例えば、会派でもずっと言っております

が、明和池公園の健康増進の取り組みで、

例えばですけども、イノベーションパーク

企業のビジネスマンが、この公園一帯で、

あるいは国立循環器病研究センターの方

々がこの公園一帯で汗をかいて、それから

ちょっと千里丘駅で一杯飲んで帰ると。千

里丘駅が交流の場ともなると。そして、そ

のための同線をしっかりと確保していく

と。さまざま形で健都の本市へのメリット

を千里丘駅にも落とし込んでいくことが

大切でございます。 

本市の大事業ですね。地権者として適切

な対応を引き続き求めます。そして、あわ

せて、摂津市の顔となる駅前の再開発をし

っかりと取り組んでいただくよう要望い

たします。 
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またあわせて、工事期間中のにぎわいと

いうことについても、どのように実施をし

ていくのかというのもしっかりと考慮を

していただければと思います。こちら要望

で終わります。 

続きまして、イノベーションパーク企業

誘致の件ですけども、いろいろと大阪府等

々と検討するというところで、いつまでに

ということはちょっとお聞きはできなか

ったんですけども、状況については理解を

いたしました。 

当然、企業誘致というものは、早ければ

それにこしたことはございません。しかし

ながら、同時に健都の成功に寄与しなけれ

ば、やはり意味もございません。それに関

しては、このエリアマネジメントの機能、

エリアマネジメント構想と、やはり並行し

て、企業誘致というのを行うことが重要に

なってくるのかなと考えております。 

私としては、このイノベーションパーク

企業誘致とエリアマネジメントの構想は

一対の関係にあり、決して焦らず、しかし

乗りおくれることなく、同時並行的に進め

ていくべきものと考えております。他市の

事例では、後から集積した後に連携を図っ

ているところが多いですけども、やはり連

携を考慮しての集積等では、大きく効果は

変わるのかなと考えております。しっかり

と進めていただければと思います。これに

ついては、要望で終わります。 

そして最後、北大阪健康医療都市推進事

業のところで、このエリアマネジメントの

機能の一つとしては、これを介在すること

によって、より少ない労力で実証フィール

ドのより高いものが得られるというとこ

ろを認識をしております。 

最後に改めて、令和２年度は具体的にど

う事業を進めていくのかお聞かせくださ

い。 

以上です。質問１点だけです。 

○藤浦雅彦委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 まず、令和２年度

の具体的な取り組みについてでございま

す。 

本事業を実施する委託事業者をプロポ

ーザル方式で選定を行う予定でございま

す。委託事業の主な事業の内容といたしま

しては、機運醸成のための試行的取り組み

を推進するためのプラットホーム形成の

ための企画、また、それらを促進するため

のワークショップ等、試行的取り組みの企

画及び運営、持続的かつ効果的な運営手法、

体制の検討などを予定しております。 

また、それと並行いたしまして、関係機

関に対しまして、本事業についての理解を

得るとともに、実証機能の具体的なイメー

ジを実感していただき、本機能の価値や魅

力を関係機関とともに共有をしてまいり

たいと考えております。 

○藤浦雅彦委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 では、最後要望とさせて

いただきます。 

今年度の事業につきましては、理解をい

たしました。 

これはぜひ進めていただければと思い

ます。このエリアマネジメント機能、この

構想については、本市にとっては非常に労

を少なく得るものが大きいものと理解を

しております。いかにして健都を成功させ、

そして、そのメリットを本市に落とし込む

かというところは、このエリアマネジメン

ト機能が非常に大きなかかわりとなると

ころと私としては理解をしているところ

でございます。ぜひ、本市として鋭意進め

るように要望いたします。 

以上で終わります。 
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○藤浦雅彦委員長 松本委員の質問が終

わりました。 

次に、楢村委員。 

○楢村一臣委員 おはようございます。 

それでは、質問させていただきます。 

松本委員のほうから大部分の質問がご

ざいましたので、私のほうからは、絞って

質問のほうをさせていただきたいと思い

ます。 

まず、阪急京都線連続立体交差事業の件

ですけども、令和２年度から、会計年度任

用職員というふうな形で変わりましたけ

ども、令和元年度の体制と令和２年度の阪

急京都線連続立体交差事業に対する体制

に違いがあるのであれば、そこについて教

えていただきたいと思います。 

それと、先ほど松本委員のほうからも話

ありましたように、補正予算で書かれてい

る繰り越し５億３，５００万円の内訳につ

いてはお聞きしました。この繰越額を土地

購入費１億４，０００万円、物件移転補償

費３億５，０００万円、令和２年度当初の

額を土地購入費１億７，０００万円と物件

移転補償費４億８，０００万円になった経

過について、ちょっと教えてもらいたいと

思います。阪急京都線連続立体交差事業は

２点ですね。 

それと、次、千里丘駅西地区再開発の分

ですけども、先ほど松本委員の質問で４億

２，２００万円についての調査計画等委託

料についての内容については理解いたし

ました。 

そこで、ちょっと細かいことを聞いて申

しわけないんですけども、予算書のほうな

んですが、先ほど部長のほうから説明があ

りましたように、３８ページ、３９ページ、

社会資本整備総合交付金の話があったか

と思うんですけども、それで見て、１億２，

７３０万円があるんですけども、その積算

基礎が書いてあるんですけども、３億３９

０万円の分については、３分の１は国庫補

助の対象で、５，２００万円の部分につい

ては、２分の１が国庫補助の対象であって、

これを足して大体３億６，０００万円とな

っています。調査計画委託料等の分かなと

思うんですが、４億２，２００万円の予算

について、国庫補助対象や市の単費の内訳

を教えていただきたいと思います。 

それと、代表質問のときにも質問させて

いただいているんですけども、今度、千里

丘小学校の基礎調査が行われるというふ

うなことで、どれぐらい児童が入ってくる

かというふうなことも、今後の検討にあろ

うかと思うんですけども、私は、その代表

質問のときに、千里丘駅西地区再開発で、

マンションができる分についても検討さ

れているのかみたいな形で、おおよそ２８

０戸ぐらいで、南千里丘の開発のときを参

考にさせてもらって、話を進めていくとい

うふうなことなんですけども、これすごく

千里丘小学校のキャパの問題とかいろい

ろ考えると、今後の調査というのはすごく

大事なことだと思うんですね。だから、そ

のことについて、恐らく庁内というか、連

携されながら話し合われると思うんです

けども、その連携について、ちょっとどう

お考えなのかお聞きしますので、お願いし

ます。 

それと、健都イノベーションパークの分

についてです。 

市長公室長のほうから、補正予算の減額

については話があったと思います。４９６

万５，０００円、事業者募集選定等支援業

務委託料というふうなことであったと思

うんですけど、これもともと６９１万２，

０００円の予算があって、４９６万５，０
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００円落としたというふうなことで、１９

４万７，０００円が残っているんですけど、

これ何がしかに使われたというふうなこ

とだと思うんですけど、こちらのほうにつ

いても、代表質問で質問させてもらってい

て、アンケートとか含めて進められていく

中で、コンセプトに合った形でのものが出

てくれば、アプローチしていくよっていう

ような答弁があったかと思うんで、そうい

った形で使われていると思うんですけど

も、そのアンケートの内容とかについて教

えてほしいのと、アンケートの調査結果に

基づいて、今後アプローチできるなら進め

ていくという話なんですけど、アンケート

の調査結果が、大体いつごろわかるのか、

そこのあたりについて、お聞きしたいと思

います。 

１回目以上です。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁をお願

いします。 

藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

まず１点目の会計年度任用職員の費用

で、体制をどう考えているのかということ

でございますけれども、現在は、職員１名、

非常勤１名が用地交渉の班体制で、２名１

班ということで、班体制で取り組んでおり

ます。来年度につきましては、会計年度任

用職員も増員して、６班体制を想定して、

人事部局とも現在調整中でございます。 

２点目の繰り越ししている今年度の金

額、こういうふうになった形と来年度とい

うところでございますけれども、先ほど申

し上げたように、９月補正で、国の重点化

された予算に合わせて増額のほうを行い

ました。その後、やっぱり地図訂正が必要

であったり、関係権利者との調整で、なか

なか事業の進捗が図れずに、繰り越しを見

据えて執行可能な額ということで５億円

弱、そのときには、当然、次年度が令和２

年度の予算も考えてのところで、予算を調

整して、そのときは５億円というところで

決めさせていただいて、減額をさせていた

だいて、繰り越し等をさせていただいてい

ます。 

令和２年度の予算なんですけれど、基本

的に事業全体としては、令和元年度も約１

０億円ベースの事業費で、同程度の事業費

で、令和２年度も１０億円、１０億円のう

ち、我々として、土地を交渉する土地購入

費と物件移転補償費で、合わせて６億５，

０００万円、繰り越した額と６億５，００

０万円を合わせたら約１１億円、かなりの

大きな金額になりますけれども、我々とし

ては、しっかり取り組んでいきたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 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。 

先ほども申しましたけども、令和２年度

より具体的に事業計画を策定する作業と

して、駅前広場や建築物等基本設計、測量

調査、土地建物調査、地盤調査などを行い

ます。これらの作業について、社会資本整

備総合交付金を活用いたします。 

その対象事業のうち、対象事業費に対し、

再開発ビルを建築する建築敷地の整備な

どに関する市街地再開発事業に係るもの

は国費が３分の１、駅前広場の整備など街

路事業にかかわるものは、国費が２分の１

となっております。 

補助対象額でございますが、３９ページ
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に記載しておりますとおりでございます

が、その他、市の単費としましては、主に

関係権利者との補償や権利変換に関する

面談や説明会等の実施など合意形成に関

する業務でございます。 

それともう一つ、続いて、小学校への影

響についてのご質問についてでございま

すが、当再開発事業においては、共同住宅

を計画しており、今後詳細な検討を進めて

いく中で、階数、戸数等を定めてまいりま

す。 

住宅の建設により、園児や児童数など保

育所や小学校等への影響が生じますこと

から、関係部署及び事業者とも協議の上、

必要な対策について検討を進めてまいり

ます。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、調査

についてのご質問にお答えいたします。 

こちらの調査につきましては、昨年７月

に移転開設しました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

の動きというのが具体化していきました

ので、この辺のことを踏まえまして、市場

環境の変化や新たな企業ニーズ等の把握

に向けた調査ということで企業アンケー

ト調査を実施いたしております。 

このアンケート調査の中では、質問項目

に設備投資に対する意向等も設定してお

りまして、回答としまして、現在集計中で

はございますが、大半の企業は、現段階に

おいては、新たな施設への設備投資の予定、

もしくは意向がないと回答されている一

方、具体的な計画をお持ちの企業や計画を

作成中、投資の意向はあるが、まだ具体的

な検討は行っていないと回答されておら

れる企業もございます。このような企業に

対しましては、個別にアプローチをかけて

いきたいと考えております。 

また、健都全体についての関心といった

ところの質問も設定しておりまして、国立

循環器病研究センターの移転開設等はあ

ったものの、依然として、関心は弱いとい

うのは感じております。 

このような状況でございますが、企業が

新たに設備投資するには、タイミングとい

うものがございまして、状況は刻一刻と変

わると考えております。現時点で、移転や

建設を考えていなくても、考えた時点で健

都イノベーションパークを思い出しても

らえるよう、ＰＲ活動を強化してまいりた

いと思います。 

あと、調査結果につきましては、３月末

までの取りまとめを予定しております。 

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 まず阪急京都線連続立

体交差事業の件で、任用職員の分について

は、二人１組で、５組を６組にされるとい

うふうなことで、これはちょっと後でまた

お聞きします。 

土地購入費と物件移転補償費について

なんですけども、大阪府と話し合いの中で、

１億４，０００万円と３億５，０００万円

というふうな話にあったんですけども、ち

ょっと前回の委員会ですかね、森西委員の

ほうからも話があったかと思うんですけ

ど、とりあえず今年度については、土地購

入費と物件移転補償費を予算があったと

しても、令和元年度としては使うというふ

うな形は、もう現状としては、もう難しい

というふうな認識にはなっているんです。

それを繰り越して令和２年度の当初予算

と合わせて１１億５，０００万円の額の中

で進めていくというふうなことについて
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は理解できるんですけども、やっぱりちょ

っと心配されるのは、令和元年度としては

繰り越して、令和２年度に向けて進めてい

くというふうな形なんですけども、国費が

充てられる分として、多くっていうふうな

形で９月になっていたところが、繰り越し

が結果的に１億５，０００万円と３億５，

０００万円になったというふうなところ

で、今後の国庫の分として進めていくに当

たって、問題なく充てられるかどうかとい

うふうなことが不安になるところでもあ

ると思うんです。ちょっとその辺の中身に

ついて、結局１１億４，０００万円でする

んであれば、繰り越した額を１億４，００

０万円と３億５，０００万円でなくて、も

うちょっと繰り越しの額をふやすような

ことも考えられたかなというふうな形で

ちょっと思うので、その辺について、ちょ

っと２回目お聞きしたいと思います。 

千里丘駅西地区再開発の問題について、

３分の１と２分の１と市単費の内訳につ

いては理解しました。 

それで、千里丘小学校の話なんですけど、

当然、連携してやっていくというふうなこ

とはあれなんですけど、市として一番まず

いと思うのは、今、千里丘小学校に入る児

童の想定として、令和７年度には５７０人

ほどになるというふうなことで、千里丘小

学校のキャパにはおさまるよというよう

な話は聞いています。ただ、今月から入居

される健都のマンションの分であるとか、

将来的に言えば、令和９年度ぐらいですか、

千里丘駅西口にマンションができる分に

ついては、なかなか予測が難しいわけです

ね。予測が難しい中で、一番してはならな

いのは、千里丘小学校の児童数について予

測を誤って、教室が足りなかったというふ

うなことになるのは、もう絶対避けなあか

んというふうなことがあるんで、これから

調査に入っていく上で、当然、担当課と調

整しながら、どんだけ入ってくるかという

ふうなこととかも、難しいとは思うんです

けど、すごく検討は必要やと思うので、そ

こはやっぱり慎重にというか、絶対入り切

られへんかったっていうふうなことのな

いようにね。学童の保育士の問題について

も話はさせてもらっていますけども、あわ

せて、連携について、お願いしたいと思い

ます。 

それで、千里丘駅西地区再開発の部分で

もう１点聞きたいのは、今、これが令和９

年度に向けて２８０世帯、これどんだけか

わかんないですけども、待機児童の問題な

んですよね。今、正直、安威川以北に待機

児童が多いというふうになっている中で、

一部の保育園では、保育士も足りていない

というふうな現状があります。これが仮に

２８０世帯でどれだけ就学前児童を受け

入れる必要があるかというふうなことも、

これわからないんですけども、入ってくる

ことによって、待機児童がふえると予測さ

れるんじゃないかなというふうに思って

いるわけです。 

だから、そういうふうなところで、今ち

らっと聞いた話なんですけど、高槻市で、

駅前のビルの３階に保育所ができたとい

うふうな話も少し聞いているんですけど

も、そういったところで、これから商業施

設の中身とかについても、これからいろい

ろ話を進められることだとは思うんです

けども、そういったところの中で、やっぱ

り待機児童の解消というふうな部分につ

いての考えも、あわせて考えていかなと思

っているんですけども、そのあたりについ

て、どうお考えかお聞かせください。 

次が、イノベーションパークの問題です。 
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今、アンケートを行われていて、そのア

ンケートの内容についてはお聞きして、施

設整備等のことでということで、なかなか

手を上げているというか、考えておられる

ところも少ないということで、まだわから

ないところもあって、今後アプローチをし

ていくというふうなことだと思うんです

けども、その中で、もういつもイノベーシ

ョンパークの質問で、６，０００平米の土

地の分については、毎回質問させてもらっ

ているんですけども、結果が進んで、コン

セプトに合う企業が手を上げてきてくれ

て、進められていければ、もうそれはそれ

でどんどん進める形にしてもらったらい

いと思うんですけども、今アンケートの結

果が３月末に出てくるというふうになっ

て、いい企業が出てきたというふうなとこ

ろで進めていける形であればいいんです

けど、やっぱりそうならないケースという

ふうなこともやっぱり考えてしまうんで

すよね。 

その中で、結果、これ３月末が終わって

集計して、調査結果を出さないと、次に進

めるかどうかというふうなことはわかん

ないんですけども、もしアンケートの調査

結果の手応えがあんまりよくないという

ふうな形になった場合に、何らかの次の対

策とか、そういったことを考えておられる

のかについて、お聞かせください。 

２回目以上です。 

○藤浦雅彦委員長 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 阪急京都

線連続立体交差事業に関するご質問に答

弁申し上げます。 

ご指摘のように、国費につきましては、

いただいた国費というのをしっかりやっ

ていくというスタンスで臨んでおります。

ですから、国費が多かったら、多かった分

しっかりその分を取り組んでいくという

のは、基本的な考え方でございます。 

また、今年度は、やっぱり地元に入りま

して、権利者等の調整がなかなか進まず、

見込みで減額という形なんですけれども、

やはりこの減額というのも、令和３年度の

繰り越しというのはちょっと厳しいので、

令和２年度を見据えて、しっかり繰越額が

消化できるというところで、いろいろ検討

して、この金額をさせていただいておりま

す。 

今回、減額した分に対して、将来的な影

響というところでのお問いだと思います

けれども、現在、阪急京都線連続立体交差

事業というのが、国の予算のほうもさらに

重点化して、しっかり予算のほうの配当も

やっていただいております。 

今後も大阪府を初め、しっかり調整して、

国の予算のほうは続けていって、今回減額

したから、次は来ないよというようなこと

のないようにしていきたいと思います。そ

のためにも我々は、いただいた予算の執行

というのをしっかり取り組んでいきたい

と思います。 

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 ご質問の千里丘駅西

地区再開発の保育所の件のご質問であり

ましたが、お答えさせていただきます。 

千里丘駅西地区再開発ビルにつきまし

ては、現段階の計画のイメージでございま

すが、２８０戸のマンションを想定してお

ります。 

計画策定に当たりましては、教育委員会

からも保育所の設置に関する意見はもら

っておりまして、以前の開発でございます

が、南千里丘のまちづくりをさせていただ

いたときには、そちらでも、やっぱり保育
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所需要が高まるということで、分譲マンシ

ョンの中に民間の保育所を設置していた

だいたという例もございます。 

計画につきましては、来年度、事業協力

者を含めた協議を行っていくことになり

ますが、民間の保育所や、それからマンシ

ョンの購買層についても意見をもらって

いく予定でございます。今後は、所管であ

ります教育委員会と連携を図って、計画を

策定してまいりたいというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、２回

目のご質問にお答えいたします。 

企業誘致につきましては、健都のコンセ

プトに基づき、現在、健都全体の価値向上

に資する企業、健康・医療の観点から、さ

まざま研究を通じて、市民に還元できる企

業を第一優先に企業誘致を進めておりま

すが、今回のアンケート調査結果をもって

といいますか、設備投資を考えられている

企業も少なからずございますので、こちら

の企業とのお話を聞く中で、反応が薄かっ

たと判断される場合は、優先順位の考え方

や新たなターゲット企業の設定について、

大阪府や吹田市等との関係機関との協議

も踏まえながら、検討していく必要がある

かと考えております。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 少しだけ補足をさ

せていただきたいと思います。 

考え方としては、細井課長代理のほうか

ら答弁させていただいたとおりなんです

けど、１点だけ、今回の調査結果が思わし

くなかった場合に、直ちにそのターゲット

を変更して、その方向性で進めるというこ

とではありませんので、そこだけご理解を

いただきたいというふうに思います。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず、阪急京都線連続立

体交差事業の分ですけども、国費の分につ

いては、恐らく、令和２年度の新年度の状

況とか見ながら、国費とどうするかという

ふうな話になっていくんだろうというふ

うに思っていますんで、返してどうのこう

のというふうなことにはならないと思っ

ているんですけども、次ちょっとお聞きし

たいのが、結局、土地購入費と物件移転補

償費でトータルで１１億５，０００万円あ

るわけじゃないですか。それを使っていく

というふうなことになると、今対象者が２

００人ぐらいあって、用地交渉を進めてい

こうかというふうに思っていると思うん

ですけど、果たして、この土地購入費と物

件移転補償費を両方合わせて一人という

か、２００人のうちの一人に対して、一体

これ１件当たり、平均どれぐらい土地購入

費や物件移転補償費がかかるものなのか

というふうなことについて、お聞きしたい

というふうに思います。 

２点目の千里丘駅西地区再開発の分な

んですけども、お話を聞いて、やっぱりい

ろいろな形で、市全体的に見渡した形で考

えてもらう必要もあるのかなと。必ずしも、

保育所を設けなあかんかどうかっていう

ふうなことについては、これからのいろい

ろな議論になるというふうなこともある

んで、もう基本的に安威川以北に待機児童

が多いというふうなんは、もうみんな認識

されているところの中で、千里丘の部分で

あれば、ＫＥＮＴＯひまわり園や千里丘愛

育園にというふうな、駅向こうで保育所が

あって、さらにそんな中で待機児童を抱え

ている中で、２８０戸入ってというふうな
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ことで、どれだけ就学前児童がおられるの

かどうかというふうなことはわかりませ

んけども、やはり待機児童が、その間の人

口動向というふうなことはわかりません

けども、待機児童がふえてくるというふう

なことは、ある程度、正直ちょっと予想で

きる部分でもあるのかなというふうに思

う部分もあるので、やっぱり今後まだ商業

施設等がどうやこうやというふうなこと

も、今後の話であろうとは思うんですけど

も、そのあたりも含めまして、考えて、連

携して進めていってもらいますように要

望しておきます。 

イノベーションパークの件については、

今後の部分について、アプローチできると

ころにアプローチしていくというふうな

ことで、理解しているつもりでありますけ

ども少しずつ啓発したりとか、アンケート

したりとかっていうふうなことでやって

いってるんですけども、やっぱり何らかの

形で結果が出ないと、健都の６，０００平

米はずっと更地のままというふうな状況

でありますんで、前にちょっと松本委員の

ほうが質問されたかもわかんないんです

けど、ちょっと答弁の中であったかわかん

ないんですけど、６，０００平米の横に吹

田市の持っている土地があって、そことの

合同でというふうな、合筆してというか、

そういうふうな中での話もあったかと思

うんですけど、その辺について、ちょっと

前からそんなに日がたっていないので、も

う進んでないかもわかんないんですけど、

ちょっとそこについてどうかというふう

なことをお聞きしたいと思います。 

３回目以上です。 

○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、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

１件当たり、おおよその金額というお問

いでございますけれども、ちょっと基本的

には一番多いのが、やっぱり戸建て住宅に

なっております。ただ、やっぱりマンショ

ンも何件かありますし、やっぱり田んぼと

か、そういった駐車場とか、いろいろやっ

ぱり建物用途がなかなか違うので、一概に

１件当たり、おおよそというのがなかなか

難しいんですけれども、ちょっとご参考ま

でに、今回対象権利者約２００名を予定し

ていまして、先日お配りさせていただいた

事業費で４３７億円のトータル事業費の

うち、工事などを含む用地費が大体７７億

円と見込んで、２００名で７７億円程度を

見込んでおります。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 細井課長代理。 

○細井政策推進課長代理 それでは、３回

目のご質問にお答えします。 

吹田市所有地との連携についてのご質

問でございますが、現時点におきましては、

企業ニーズの把握に向けた調査を行って

いるところでございまして、大阪府や吹田

市等との関係機関との区画割についての

協議には至っていない状況でございます。 

現在は、クラスターの形成という観点を

もとに、現在設定しています区画単位での

企業誘致が基本的な考え方でございます

が、今後、企業等へのアプローチを通じま

して、関係機関等との協議の場等で、方向

性について検討し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 楢村委員。 

○楢村一臣委員 阪急京都線連続立体交

差事業の件なんですけど、２００名で７７

億円ということで、４，０００万円弱ぐら
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いなんですかね。これトータルで、１１億

５，０００万円あるというふうなことから

見ると、今の話からすると、３０件、３５

件ぐらいかっていうふうなことで、もうそ

の１１億５，０００万円を使うとなれば、

それぐらい年間に進めていかなあかんと

いうふうなことだと思うんですね。 

本年度については、ほぼその部分が進ん

でいないわけですから、これはもう明らか

に令和２年度から進めていくというふう

な中で、正直その３０件、４０件ってこな

していくことがどれだけ大変なのかとい

うふうなことは、今もう数字上の話でなか

なかわからない部分はあるんですけども、

そこで、その体制についての話、冒頭に聞

いたと思うんですけども、５組１０名から

６組１２名というふうなことですね。今年

度３０件、４０件こなしていくというふう

なのが、今その体制でどうなのかというふ

うなことが、すごい気になるところである

ので、そのあたりについてお聞かせくださ

い。 

イノベーションパークの分については、

正直まだアンケート結果、調査結果が出て

いないので、今どうこうというふうなこと

は難しいことだとは思うんです。でも、必

ずしも、摂津市が持っている６，０００平

米の枠で考えるというふうなことも一つ

としてはありますけども、横の吹田市の土

地も合わせて、やっぱりコンセプトに合っ

た形で進めていくというふうなことはす

ごく大事だというふうには思っているの

で、違う形に変えてやっていってほしいな

ということは一切言いませんから、やっぱ

りその辺は、なかなか吹田市のほうの土地

の部分を含めると、話が今摂津市で考える

よりかは、ちょっと複雑になる部分はあろ

うかとは思うんですけども、コンセプトで

合ったいい形での企業が入ってくるとい

うふうな形であれば、吹田市の土地もあわ

せて考えることも一つなのかなっていう

ふうなこともあるんで、その辺も含めて、

また新年度１年間、考えて進めていっても

らいたいなというふうなことで、要望しま

す。 

４回目は以上です。 

○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、

班体制で来年の件数の見込みということ

なんですけれども、用地交渉でございます

ので、権利者がいますので、一概には進む

とかっていうのは難しいとは思いますけ

れども、班を考える上で、１班大体年間５

件というところで、６班で３０件、それプ

ラス、用地交渉業務委託というのも出して

おりますので、それらでしっかり取り組ん

でいきたいと考えています。 

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 阪急京都線連続立体交

差事業の話ですけど、ほんまに相手ある話

なんで、何件行けるというふうなことは、

もう言えないというのは重々承知の上で

すけども、やっぱり５組１０人、６組１２

人というふうなことが適当かどうかとい

うふうなことはわかんないんですけども、

やっぱりこれ進めていくことによって、や

っぱり実績をつくっていくことによって、

国費もその分もらえるというふうな形に

なっていくと僕は思っているんです。 

要は、年間３０件ということで、これ２

００件対応しようと思ったら、６年も７年

もかかるわけじゃないですか。だから、お

のずとやっぱりピッチを上げていくとい

うか、進めていかざるを得ない状況という

のがあると思いますんで、やっぱり人員配
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置の分、どんだけの人数が適当かどうかっ

ていうふうなことは言えないんですけど

も、やっぱり体制的には、少なくて対応で

きへんかった。その分国費ももらわれへん

ような形になったとかっていうのが、それ

は避けたいところではあるんで、やっぱり

それなりの適度な人員配置も必要かと思

いますので、その辺については要望いたし

まして、私からの質問については終わりま

す。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 楢村委員の質問が終

わりました。 

次に、森西委員。 

○森西正委員 それでは、松本委員と楢村

委員が細かいところまで質問をされてい

ますので、かぶらないように質問はさせて

いただきたいというふうに思います。 

千里丘駅西地区のまちづくりですけれ

ども、それについては、先ほどほかの委員

が質問されておられます。私は、千里丘駅

西地区のまちづくりは、当初から１０年計

画というふうに伺っております。完成まで

のタイムスケジュール、完成がいつで、改

めて、どの年度から見て１０年であるとい

うふうなお考えなのかをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

それと、他の委員もホテルとか保育所等

の話もありましたけれども、今聞いている

ところは商業施設とマンション住宅とい

うふうなことで聞いておりますけれども、

本市にないものですね。例えば、本市で必

要なものと考えるときに、ここはこれから

開発をしていただいたりとか、計画をして

いただいたりとか、事業を考えていただい

たりという、そことの事業との絡みがある

と思うんですけれども、そこは市として、

そういうふうなものを前提で話をして、そ

れに沿う中身というふうなことで考えて

いただけるのか、事業所が考えた部分に関

して、市のほうが後からこれでいこうとい

うふうな形で進めていかれるのか、その点

をお聞きしたいというふうに思います。 

例えば、フォルテの場合でしたら、各フ

ロアにトイレがないんですよね。使い勝手

が不便であって、当初の建設したときには、

それでもよかったのかもわかりませんし、

それがそのときの時代のニーズがそれで

合ったのかもわかりません。でも、今の時

代のニーズでいうと、例えばフォルテであ

ると、現在ではちょっと使い勝手が悪いと

いうふうなことがありますので、そういう

ふうな部分の先を見た建物とか、そういう

ふうなことの考えも入れるものなのか、そ

の点、お聞かせをいただきたいというふう

に思います。 

続いて、阪急京都線連続立体交差事業で

すけれども、楢村委員が先ほど補正で、そ

れで予算でというような細かい質問をさ

れておられました。私は、こちらも完成１

５年というふうに聞いています。どこから

見て１５年というふうなことでなのかを

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。 

令和３年に繰り越しができないという

ふうには、先ほどお聞きをしました。そう

すると、以前に淀川の河川公園で、阪神淡

路大震災で淀川河川公園の整備で、国費が

ついていたのが、阪神淡路大震災が生じた

ために、その淀川河川公園に国費がついて

いた分がそちらの阪神淡路大震災の復興

のほうに流れたというふうなんを聞いて

おります。 

今回、この補正で減額になった部分とい

うのが、大阪府の別の事業のほうに回され

るというふうなことを伺っておりまして、
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令和３年には繰り越しができないという

ふうなことを聞いております。 

そこのところが確実に繰り越しがされ

なくて、その後、大阪府から委託金という

ふうな形でいただけるものなのかどうか

という部分をお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。 

次に、健都イノベーションパークですけ

れども、補正で報償金が８万３，０００円

減で、予算でまた８万３，０００円という

のが出ております。これは非開催で開催を

しなくて、また改めてというふうなことで

あるのか、先ほど答弁されたのかどうかわ

かりませんけれども、もう一度確認をした

いというふうに思います。 

ここも千里丘駅西地区再開発事業と阪

急京都線連続立体交差事業と一緒で、健都

イノベーションパークの完成はいつなの

かというのをですね、予定はいつなのか、

それをお聞かせいただきたい。タイムスケ

ジュールも教えていただけたらと思いま

す。 

楢村委員は、吹田市の所有のところを吹

田市と一緒にとかいうようなことのお考

えというようなことを質問されていまし

たけれども、現在の段階で、吹田市部分の

完成の時期はいつなのか、摂津市の部分は

いつなのかと考えているのかお聞かせい

ただきたいというふうに思います。 

イノベーションパークについては、以上

です。 

それと、ポータルサイトの運営事業につ

いてですけれども、健康寿命を延ばしてい

く、延伸をしていくというふうなことでの

答弁があったと思うんですけれども、昨年、

民生常任委員会のほうで、東京都足立区を

行政視察をして、内容はベジタベライフと

いうことで、区民の皆さん、住民の皆さん

に野菜を食べようということで、行政が主

導して、住民に野菜生活を進めていこうと

いうふうなことをされていました。この委

員会でも質問を以前させていただいたと

きに、減塩がというふうなことで答弁をい

ただいていたんですけども、なかなか野菜

ということは、よく市民に、住民にわかり

やすいけれども、なかなか減塩という部分

はわかりにくいのではないかということ

での話をさせていただいたんですけれど

も、今、テレビのコマーシャルで国立循環

器病研究センターでかるしおだというふ

うなことで、商品の宣伝コマーシャルをさ

れています。そういうふうなことからする

と、以前に答弁をいただいたところでは、

テレビでもって、ＰＲをしていただいてい

るから、そこのところは以前に比べると減

塩というふうなところではやりやすくな

ったのかなというふうには思っているん

ですけれども、そこをポータルサイトの部

分等を含めて、どのようにお考えをされて

いるのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

これは、吹田操車場の跡地のまちづくり

ですけど、予算概要の９２ページで、これ

普通旅費で１万１，０００円出ているんで

す。ここの吹田操車場の跡地で何かするこ

とがあるのか、ちょっとその点をお聞かせ

いただきたいんです。これは別に何もない

んではないかなというふうに、特別に予算

を挙げられているのはなぜかというとこ

ろを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 答弁をお願いします。 

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。 

事業スケジュールとしまして、いつから



- 26 - 

 

おおむね１０年かということでございま

すけども、平成３０年度よりおおむね１０

年というふうに考えておりまして、そうな

りますと、令和９年度までの１０年という

ことで考えております。 

それと、令和２年度から事業計画を策定

してまいるわけですけども、事業計画は市

が策定いたします。その際、そこに先ほど

もお伝えいたしましたが、事業協力者の提

案、助言をいただきながら、作業を進めて

まいるということで、そこには事業協力者

が広域的な観点、ＪＲ京都線沿線であると

かの広域的な観点でありますとか、あとは、

市内の周辺環境でございますとか、そうい

ったところの分析をいただきながら、まち

づくりのコンセプトなどを考えて、事業計

画をつくってまいりたいと考えておりま

す。 

それと、そこで市場性とか事業採算性の

とれた計画ということも考えますととも

に、景観であるとか環境、防災性への配慮、

もちろん、先ほど言われましたビルの利便

性なども含まれてこようかと思いますが、

そういったことも踏まえながら、事業計画

のほうは策定し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、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

１点目の期間なんですけれども、平成３

０年２月末に事業認可を取得しまして、令

和１５年度の完成を目指す、おおむね１５

年間でございます。 

２点目の国費についてなんですけれど

も、おっしゃいました阪神淡路大震災のよ

うな、そういった大規模な天変地異とか大

災害が起これば、そういう国費の状況とい

うのは、わからないところはあるとは思い

ますけれども、先ほどの答弁と重なります

けれども、阪急京都線連続立体交差事業は、

今の段階では、国がしっかり重点化をされ

ていますし、今回も来年度も事業費のほう

をつけていただける見込みでございます。

我々も大阪府とともに、しっかり国に要望

していき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 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、健

都について、私のほうから答弁させていた

だきます。 

企業立地の選定委員の報酬ですけれど

も、これは公募をして、応募があった企業

の中から、よりベターな、よりベストな企

業を選定するための選定委員会というこ

とになりますので、令和元年度そこまでい

けなかったので、減額させていただいたと。

令和２年度、そこまでいけるのかどうかと

いうところは、若干不透明になる部分もあ

るんですけれども、我々としては、そこま

でいきたいということは、私は思っており

ますので、計上させていただいているとい

うことでございます。 

それと、イノベーションパークの完成時

期のお話でございますけれども、先ほど細

井のほうから答弁させていただいており

ましたように、４ヘクタールのうち、現在

決まっておりますのが、吹田市所有のニプ

ロ株式会社、それと国立健康・栄養研究所

が入居を予定されているアライアンス棟、

これを合わせて、約２ヘクタール、残りが

半分ということになっております。 

完成そのものの考え方については、土地

だけを見れば、残りの２ヘクタールに企業

が入れば完成になるわけなんですけれど
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も、やっぱりこの時期については、これも

何度か答弁、当委員会では、ご議論、ご指

摘もいただいておりますけれども、なかな

か相手があることで、吹田市とも連携しな

がら進めるわけなんですけども、現在は、

正直白紙の状態でございますので、時期に

ついては、なかなか難しいかなと思ってお

ります。 

この完成ということにつきましては、単

純に企業が入って完成ということではな

く、先ほど松本委員からもご質問ございま

したように、コーディネートの機能がしっ

かり有効になった時点で、イノベーション

パークとしては初めて完成になるのかな

ということで、できるだけ早くとは思って

おりますけれども、現状では、なかなか難

しいものがあるということでご理解をい

ただきたいと思います。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、ポータル

サイトに関するご質問にお答えいたしま

す。 

委員のほうから、前回足立区のベジタベ

ライフの件でご質問いただいたかと思い

ます。そのときは、私のほうから、本市の

栄養の取り組みとしては、減塩の取り組み

をさせていただいてるということを答弁

申し上げました。これまでも食堂で減塩の

食品を販売していただくとか、イベント等

で減塩の試食品をお配りさせていただく

取組みをさせていただいております。 

今年度につきましては、例えば国立循環

器病研究センターで、「かるしおレシピ、

日本全国から大募集」ということで、Ｓ－

１ｇ（エス・ワン・グランプリ）を開催さ

れ、本市の庁内の栄養士グループが、参加

させていただきました。決勝のほうには進

出できなくて、残念な結果にはなりました

が、食堂で栄養に留意したメニューを出す

取り組みの一環として、こういった取り組

みもさせていただいております。 

減塩につきましては、これまでも本市の

ホームページで、食育の日ということで、

毎月１９日に減塩も含めた栄養に関する

情報を発信させていただいております。も

ちろんポータルサイトにつきましても、こ

ういった我々の取り組みを発信していく

一つのツールであると考えております。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 ご質問の吹田操車場

跡地のまちづくり事業に関します普通旅

費について、お答えさせていただきます。 

ご存じのとおり、平成２８年度の３月に

「まちびらき」をさせていただいて、基盤

整備を概成しております。現在、周辺で開

発工事等が進められておりまして、吹田市

とともに、まだ工事調整を行っているとこ

ろの地元に対して交渉するように若干や

っているところでございます。 

また、区画整備事業につきましては、令

和２年までの生産期間というふうになっ

ておりますので、その手続や調整に対する

事務費の計上をさせていただいておりま

す。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 この事業が完成予定の時

期におくれることなく、やっぱりここは進

めていただきたいというところがあるん

ですけれども、そこは毎年、毎年の予算に

それをこなしていくというふうなことが、

この完成につながっていくことだという

ふうには思いますので、もう細かいことは

言いませんので、そこはおくれることなく

ね。ただ、相手がいてますから、そこのと
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ころは、市は市として、そこは期限が一応

はあるわけで、それにおくれることなく進

んでいくと。でも、相手は相手で、個々の

生活があったりとか、事情があったりとか

っていうふうなところがありますから、そ

のところは、そこはやっぱりくみながら、

なかなか難しいですけれども、そういうふ

うなところで進めていただきたいという

ふうに思います。 

やはり、早くから情報をキャッチして、

例えば問題、課題が相手にあるんであれば、

やっぱりそこは早いことキャッチするこ

とによって、向こうも相談ができたりとか、

こちらもそれによって動き方があったり

するんで、やはりそこは先方と早く折衝し

て、相手の考えを、やっぱりそこを引き出

していくというのが必要だというふうに

思いますので、その点は、どうぞよろしく

お願いしたいというふうに思います。 

これ全体的に見ますと千里丘駅西地区

再開発でもそうですし、阪急京都線連続立

体交差事業もそうです。健都もそうですけ

れども、摂津市全体でやっていることが広

がっていかなあかんわけであって、例えば、

正雀駅前の部分というのは、どういうふう

に市として考えておられるのか。それが、

例えば阪急から南側、もしくは安威川以南、

例えば、これから次年度の鳥飼グランドデ

ザインというふうなところでのあります

けれども、そこをこの阪急から北のところ

で開発をされるところをどうやってそち

らの地域に反映をさせていくのかという

ところをお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

私、先ほど楢村委員も千里丘小学校の話

をされましたけれども、ＫＥＮＴＯひまわ

り園ができましたけれども、あのときは、

内部へ保育所をつくらないというふうな

ことを言われてたんですよね。マンション

開発されるけれども、本当に大丈夫なのか

と。ＪＲ沿線から北側は、千里丘愛育園一

つしかないけれども、マンションで子ども

がおられる方が引っ越して来られたら、保

育所はどうするんだというふうなところ

で、千里丘愛育園も余剰があってやってい

るわけじゃないですから、ほんなら、そこ

であふれてきて待機児童になるわけです

よね。当時、前副市長とちょっと話をさせ

ていただいたときに、やはり千里丘新町の

地域で保育所というのは必要ですよねと

いうことで、保育所、山田川公園のところ

をそこを用地にしようということで進め

られたわけです。 

そういうふうなことがあって、やはり当

時は、教育委員会のほうは、保育所を建設

したいということで要望を挙げていたけ

れども、市全体としては、建設しないとい

うふうなことで、当初なっていたわけです

よ。そういうふうなことの流れがあったり

とか、もしくは、これから２０２０年の生

産緑地の問題があります。そういうふうな

部分で、生産緑地とか新たに開発をされた

りというふうなことが出てくる可能性が

あるわけですね。そういうふうな部分も含

めて、これからの阪急から北側の開発によ

って、摂津市全域、鳥飼地域まで、よい影

響を及ぼすためには、どういうふうな考え

を持っておられるのかお聞きしたいと思

います。 

○藤浦雅彦委員長 高尾建設部長。 

○高尾建設部長 お答えいたします。 

まずは、今回の千里丘駅西地区再開発事

業、これはまず市の顔として、市の拠点と

なるものをつくるために、市施行で事業を

進めるということで始めさせてもらった

ものでございます。 
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それから、阪急京都線連続立体交差事業

は、これは単に鉄道を高架化させる事業で

はなく、開かずの踏切のある千里丘三島線

を初めとする交通分断を解消して、かつ周

辺の分断された地域を解消すると。この多

大なる事業をインパクトにしまして、それ

が市全体に効果がいきわたるように、我々

取り組んでいこうというふうに考えてお

ります。そのためには、この事業にあわせ

まして、また健都の取り組みとあわせまし

て、周辺の開発事業の需要というのは、か

なり大きくなってきております。その需要

を呼び込むためのこととして、来年度から

の狭隘道路の整備事業、道路のほうの整備

をしまして、開発の促進として、市域全体

につなげていきたいということでありま

すとか、鳥飼の活性化に向けた鳥飼グラン

ドデザインの策定等ありますし、こういっ

た投資が市域全体にいきわたるように、整

備効果を最大限発揮させるために取り組

んでいきたいと考えております。 

また、ご質問のその需要に合わせた保育

所とか学童施設の対策については、その全

体の流れの中で、そういう大きな動きを踏

まえて、これから市全体で検討していくべ

きものだと考えております。 

○藤浦雅彦委員長 副市長、補足あります

か。 

副市長。 

○奥村副市長 それでは、千里丘駅西地区

再開発、それから連続立体ということで、

非常に長期間にかかわります。それから多

額な経費を投入しての開発でございます。

もちろん、健都は、もうだんだん形ができ

てまいりました。そういう意味では、安威

川以南のところをどうするんだというよ

うな話も当然出てまいります。 

今回、挙げさせていただきました鳥飼の

グランドデザイン、これはやはり一定、鳥

飼のほうの活性化という意味で、こういう

ことで、根本から一応見直そうということ

で、グランドデザインでプロジェクトチー

ムを立ち上げてやってまいります。これに

は、やはりハードと、それからソフトと両

面があろうかというふうに思っておりま

す。なかなかハードは見えるんですけれど

も、ソフトの部分はなかなか見えないとい

うことになるんですけども、やはり、常々

森西委員がおっしゃられるように、その地

域のつながり、これはやはり安威川以南に

は非常に大切なキーワードかなというふ

うに思っております。 

そういう地域のつながりをしっかりで

きるような、いわゆるハード、ソフト部分

の事業を展開していきたいというふうに

思っています。 

それがずっと安威川以南のところに公

共投資が余りなされていないというご意

見も過去聞いております。しかし、考えて

みれば、鳥飼地域の区画整理、大変大きな

事業をやってまいりました。そういう部分

では、鳥飼地域は区画整理によって、一部

ではございますけれども、まち並みの整備

はできているのかなというふうに思って

おります。これにつきましても、やはり、

それ以外の鳥飼の地域の活性化、これはや

はりキーワードで、我々頑張っていきたい

というふうに思っております。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 森西委員。 

○森西正委員 摂津市のまち並みという

か、それではやっぱり大きい道路があって、

鉄軌道があって、分断されているというこ

とは、これはもう形状、形としては仕方が

ないところです。でも、それが市民の流れ、

移動、そこがやはり交流を持ったりとか、
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そこで分断をされないというふうな形を

どうにかつくっていくというところが、こ

れ必要だというふうに思いますので、摂津

市の北側で開発がされていることが摂津

市全域でこれが反映されるように、おのお

のの課で、ここが所管だからとかというこ

とではなくて、摂津市全体でどうしていく

のか、よくなるように考えていただきたい

というふうに思いますので、要望として終

わりたいと思います。 

○藤浦雅彦委員長 暫時休憩します。 

（午後０時    休憩） 

（午後０時５９分 再開） 

○藤浦雅彦委員長 再開します。引き続き

質疑を受けます。 

野口委員。 

○野口博委員 最初に、健都イノベーショ

ンパークの操車場の跡地、まちづくりの課

題で、二つのマンション問題について、幾

つかお尋ねいたします。 

４ヘクタールの広さのパークについて

は、ここ数年の動きについては、大体ご説

明がありましたので、わかりました。 

そこで、いろんな健康面で国立循環器病

研究センターも含めて、いろんな交付金も

いただいて、市民にとっても、健康面のい

ろんな形で大きな貢献をしていただいて

いると思いますけども、先ほど、「かるし

おレシピ」という話もありましたけども、

そういう健康面での今後の展開について、

ほかにあれば、ちょっと教えていただきた

いなと思います。 

それと、もともとこの場所が医療特区と

いうことで、国家的な事業で動いてきまし

たので、何でもそうでありますけども、事

業の前さばきを行政がやっていただいて、

進出企業がそれで経済活動を行うという

点においては、昨今どこでもやられている

話でありますけども、摂津市全体について、

健康面以外でどういうメリットがあると

いうことをちょっとこの時点でもうちょ

っとお示しをいただきたい。 

財政面でも、国立健康・栄養研究所のア

ライアンス棟がありますけども、そこでこ

の財政負担もありますし、いろんな形で財

政面の負担の部分もあろうかと思います

けども、そういう財政面も含めて、メリッ

トの問題を少しお考えを聞かせていただ

きたい。 

二つのマンションです。インターネット

で、毎年１０月１日の人口について、昨年

１０月１日に８万６，００４人という数字

がありまして、１０年前、２００９年の１

０月１日は８万３，７１１人ということで、

これ１０年間で約２，３００人ふえていま

す。そこで大きな貢献をなさっていると思

いますけども、既に完成されている健都ザ

・レジデンス８２４戸、この３月１９日に

完成予定である健都ザ・テラス１４２戸、

この辺の人口増との関係で、ちょっと数字

がわかればお示しいただきたいと。 

あわせて、摂津市民になるわけでありま

すから、集合住宅になりますけども、地元

の人に参加をしていただくということで、

自治会の加入、地元の関係について、わか

れば教えていただきたいと思います。 

以上が健都の問題であります。 

千里丘駅西地区再開発の問題です。昨年

１０月の最初の行政手続のある都市計画

案の縦覧が行われて、ことし２月２５日、

そういう結果が出て、１月３１日都市計画

審議会が行われて、２月２５日決定された

ということで、本格的に一定の予算も計画

されて、これから取り組んでいくというこ

とになります。 

先ほど、全体的な日程については、既に



- 31 - 

 

答弁がありましたので、これは避けまして、

あわせて、１月３１日都市計画審議会での

審議状況についてということで、昨年の１

０月の意見書１０２件ですね。無記名の方

を加えれば１０５件になります。こうした

たくさんの意見書について、都市計画審議

会の審議の中にどう反映されたのかとい

うことも含めて、都計審での審議状況につ

いて、教えていただきたいと思います。 

千里丘駅西地区再開発の二つ目は、今年

度、事業協力者を選定して、これから事業

計画書を作成、認可と、それと数年後には、

権利変換計画を行って、その後は立ち退き

等を含めながら、工事に入っていくと。令

和９年度の完成を目指すということで、そ

ういう流れになっていくわけであります

けども、この都市計画決定と事業計画書の

違いについて、少し説明をいただきたいと

いうことと、事業計画に対する意見書提出

の対象者についての確認であります。 

今回、次の段階である事業計画について、

これどういうところが対象者となるのか

ということについて、いろんな範例とか、

逐条解説を見ると、いろんな展開が載って

おりますけども、事業計画書案に対する意

見書提出対象者について、あわせてお願い

したいと。 

３点目は、地元権利者の関係の問題であ

ります。今回もずっと本会議でもそこの問

題については、議論を重ねてきております。

改めて、これからは年度が変わりますと、

従前の評価について、仮算定の作業が始ま

っていきますし、事業計画決定が講じられ

れば、その後３０日以内には出ていくかど

うするかと決定をしなきゃなりません。そ

れが数年後に動いていきますので、改めて、

この時点で市の施行でもありますし、きち

んとこの問題について、続けて取り組んで

いただきたいという質問であります。 

それで、都市計画法第７４条で、地元権

利者に対する最低措置が規定されていま

すけども、この間、議論の中では、丁寧な

寄り添った対応を行っていくということ

でありますけども、改めて、この機に、摂

津市の４６名の土地所有者、借地地権者、

約６０人の借家人、この権利状況の中で、

どういうものを今工作しようとしている

のかということと、この裁決書の問題につ

いて、どう考えているのかというところを

ちょっと教えていただきたい。 

４点目は、６０人の借家人の対策問題で

あります。いろいろ国会で、この都市再開

発法が劇的にいろいろ改正がされている

わけですけども、そのたびに、借家人であ

っても、いわゆる、その後の生活にきちっ

と考慮すべきだという附帯決議を結構や

られているんですよ。 

６０人の借家人問題に入りますけども、

昭和５５年５月１３日の参議院建設委員

会の附帯決議であります。都市再開発法の

一部を改正する法律案に対する附帯決議

ということで、２点目にこう書いています

ね。市街地再開発事業の実施に際しては、

家を借りている方等を含めた関係権利者

の生活の安定を図るよう努めることとさ

れています。 

こういったものを含めて、今の千里丘駅

西地区再開発の状況を見た場合に、詳しく

は調査はしていませんけども、この全権利

者の中で、約６割を占める５６０人の借家

人の将来設計について、やっぱり何らかの

対策を練っていただきたいと。 

今約６０人の方々の現状も含めて、この

問題についてどうなのか、お答えていただ

きたいとなと思います。 

５点目には、商業政策の問題です。７，
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０００平方メートルの計画をされていま

す。なかなか商業政策については、あの千

里丘駅西地区でどういう店舗計画を枠と

して決めていくのかということで、なかな

か業務は難しいと思っています。一般的な

近隣型とか郊外型とか、最寄りに中心だと

か、物販中心だとか、いろんな性格的な手

続がありますけども、それに加えて、毎回

消費税増税ごとに景気が下がっています

ので、今回こういう動きも含めて、一層し

んどくなっている中で、国民の皆さんの生

活実態も変わってきていますし、消費動向

も変わってきますし、そういうことも含め

て、あわせて、周辺の幾つかの中小商店も

ありますので、そういう影響も含めて、き

ちっと調整することも大事だと思ってい

ますけども、そういうことも含めて、この

商業政策をどういう中身で進めていくの

かと。この商業店舗政策のよって立つ基盤

について、どういう議論をしていくのかに

ついて、ちょっとお伺いします。 

次は、阪急連続立体の問題です。先ほど、

工事日程については、令和１５年の完成と

いうことであるのが確認されています。き

ょう聞いていまして、借りる側は４３７億

円で一応今のところ決まっています。内訳

は、国が２２６億円、大阪府が１２０億円、

摂津市が６０億円、阪急電鉄が２６億円と

決まっています。察すれば、これに対して

出るほうですね。先ほど、用地取得費で７

７億円という数字がありましたけども、出

るほうはどういう計画があるのか、教えて

ください。 

それと、先ほどの議論の中で、国費、大

阪府の予算について、この補助金を消化す

る期限の問題について議論をされました。

当初計画で、そういう大きなお金を出す分

についての割り当てがなされておって、動

いていきますけども、具体的に毎年消化す

るときに、消化する期限があるのかどうか。

何かあるような議論をされたので、あらっ

と思って聞いたんですけども、ちょっと明

確にですね。あったとしても、補助金の消

化期限があるのかどうかという問題につ

いて、ちょっと細かい問題で申しわけない

ですけど、教えてください。 

二つ目は、令和５年度から、工事着手に

向けて取り組んでいきたいというお話で

あります。その関係で、いわゆる約２００

人の計画不利な地権者がいらっしゃいま

す。それに隣接する、立ち会いしますけど

も、立会関係者が１５０人という、そうい

う数が出ていますけども、この２００人の

中で、千里丘三島線から駅側がどのぐらい

なのか、東側の公園のほうがどうなのか、

物理的に教えていただきたいのと、この前

ちょこっとお話しましたけども、千里丘駅

西地区再開発もそうでありますけども、公

共事業によって、いろんな補償が出て、そ

れも補助金も含めて、今後生活を考えてい

くことになるわけであります。基本的には、

金銭保証ということで聞いていますけど

も、いろんな家庭の事情によって、地域の

事情によって、なかなかお金をいただいて

も、それだけは、なかなか将来を描けない

という方もいらっしゃいますし、以前は、

旧三宅小学校の用地だとか、千里丘東２丁

目、千里丘宅地横の第４５集会所の横の空

き地を売却予定をですね。そういう計画が

あるから、代替地として置いておきますと

いう理由で置いているわけであります。 

そういう点では、その時点では、今後の

公共事業によ代替地という問題で、一定検

討したこともあったと思うんですけども、

いわゆる地権者の要求によっては、代替地

の問題とか、いろんな対応が必要になって
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くるんだと思っていますけども、そういう

面で、単なる金銭買収じゃなくて、そうい

う寄り添った対応、具体的な中身について、

お考えを出していただきたいと思ってい

ます。 

もう１点は、仮線の問題です。 

線路から駅を見まして左側でしょうか。い

わゆる南千里丘側に仮線を置きます。そう

した場合に、仮線というのが本線で買う時

点で、仮線はどうなるのかという問題があ

ります。仮線によって、必ず土地の所有者、

家の方々は立ち退きします、場合によって

はね。仮線が済んで、本工事が終わります。

もとに戻ります。その後仮線のところはど

うなるのかと、こちらも含めて、その辺も

ちょっとあわせて教えていただきたい。 

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。 

川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 では、野口委員の

１点目のご質問にお答えいたします。 

まず、健康面の展開と、また健康面以外

のメリットについてでございます。 

健康面での展開といたしましては、現在

も国立循環器病研究センターとさまざま

なモデル事業の取り組みをしております。 

また、国立健康・栄養研究所とも、フレイ

ル予防の取り組みを開始したところでご

ざいます。これらのモデル事業等の取り組

みにおきまして、市民の健康意識の向上や

エビデンスに基づく事業の展開をさらに

進めてまいりたいと思っております。 

また、特定健診、各種がん検診の体制等

につきましても、いろいろご協力いただけ

るものと考えております。それとあわせま

して、産官学民の連携による先駆的な健康

に寄与する事業展開により、見える化をい

たしまして、市民の皆様の行動変容を促進

できるものと考えております。 

また、これらの事業の取り組みに際しま

しては、市内の三師会、医師会、歯科医師

会、薬剤師会等、関係機関との連携も大変

重要になりますことから、これらの事業を

通しまして、地域医療の推進という点でも

貢献できるものと考えております。 

健康面以外のメリットといたしまして

は、ヘルスケア産業の創出と活用というこ

とで、企業進出等のメリットが出てくるも

のと思っております。 

２点目のマンションの人口ですけれど

も、令和２年２月末現在、千里丘新町の人

口を見ましたところ、１，４８８人となっ

ております。 

３点目のマンションの皆様の自治会へ

の加入についてでございますが、現在、管

理組合の方々とご相談中というようなこ

とで聞いております。 

以上でございます。 

○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、健

都のご質問で、メリットのところと人口の

ところ、少し政策推進課の立場からご答弁

させていただきたいと思います。 

健康以外のメリットのところでござい

ますけれども、ここはやはり全てが摂津市

域ではないんですけれども、健都という新

しいまちができるわけですから、そこに、

それなりの住宅ですね、高層マンション、

そして企業群、公園等々、それらが集積し

た一つのまちが摂津市域にできるという

ことは、やはり市としてのブランド価値で

あったり、シティプロモーションの観点で

あったりからしても、相当なメリットとい

うものが今は考えられるわけでございま

す。 
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確かに、イノベーションパークにおける

国の機関、国立健康・栄養研究所を誘致す

るに当たって、財政的な負担ということに

ついては、一定の負担が求められたという

か、協議の上、そういうことになったわけ

なんですけれども、そのまちが完成すると

いうことであれば、当然、人口の問題であ

ったり、若年世代の転入であるということ

の中で、子どもの出生の問題であったり、

まちの活性化ということは当然出てくる

わけですし、イノベーションパークにおい

ては、国立循環器病研究センターであった

り、国立健康・栄養研究所の効果を想定し

ながら、企業誘致ということになってくる

と、当然、固定資産税等の税収、これは永

年にわたって本市としてもメリットにな

るわけなので、そういった意味からしても、

相当この健都の事業というものについて

は、市として非常に大きな価値がもたらさ

れるというふうには考えております。 

それと、人口の問題ですけど、先ほど２，

３００人という数字もいただいていたわ

けなんですけれども、健都エリアというか、

これから本格的に千里丘駅西地区再開発

の問題もありますので、これからというこ

とにはなるかなと思いますけれども、それ

までの間にも、例えばＪＲ千里丘駅でした

ら、線路沿いに幾つかのマンションが建ち

ましたし、味舌地区でも、それなりの規模

のマンションというのが幾つか建ってお

ります。当然、摂津市駅の開発があった部

分についても、数年たっておりますけれど

も、転入されて来られる世代というのは、

既に子どもがおられる世代の方がいらっ

しゃれば、結婚して、これから子どもとい

う方もおられますし、子どもの年齢につい

ても、いろんな年齢、世代のお子さんをお

持ちの方が、いろんなタイプの方がおられ

るわけなんで、ある意味、いい循環の中で、

人口ということについては寄与していく、

それは当然市民税等にもはね返ってくる

わけなので、そういうメリット等があると

いうふうに思います。それが２，３００人

ということにつながっていっているのか

なというふうにも思いますし、これから千

里丘駅西地区再開発の問題も含めて、昨年

度実施した地区別の人口推計によれば、こ

れからまだまだ千里丘であったり、摂津・

正雀エリア、味舌もそうなんですけど、特

に千里丘ですけども、子どもがふえていっ

て、人口が伸びていくという数字もござい

ますので、そういった意味からしても、摂

津市としての市のブランドということで

考えると、そこのイメージアップであった

り、価値の向上につながっていっているも

のだというふうには認識しております。 

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 千里丘駅西地区

のまちづくりについて、お答えいたします。 

まず１点目としまして、２月に都市計画

決定されたということで、１月３１日の都

市計画審議会において、各意見のご意見に

対しましては、大きく１０項目に分類しま

して、市の見解を計画案に付して、ご審議

をいただいたところです。 

審議会の中では、質疑として数点、千里

丘駅前線の整備時期であるとか、あとは税

金はどういったところに投入されるのか

とか、権利者への対応方針についてのご質

疑であったり、早期に事業を進めて、丁寧

に対応して進めてほしいといったご意見

などをいただいて、都市計画決定させてい

ただいたところでございます。 

事業計画と都市計画の違いということ

で、都市計画としましては、道路の位置で
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あるとか、駅前広場の範囲、それと市街地

再開発事業の範囲であるとか、そういった

大きな枠組みを決めたと同時におおむね

の建築面積であるとか、建物の容積率の最

高限度、建ぺい率の最高限度などを都市計

画として決めました。今後、事業計画の中

で、建物の階数であるとか、住宅の戸数で

あるとか、道路の駅前広場の基本設計など、

具体的に調査検討を進めてまいりたいと

考えております。 

それと、意見書の提出の事業計画に係る

意見書の提出の範囲ということでござい

ますが、委員がお示しのとおり、都市再開

発法法逐条解説よりますと、「市街地再開

発事業に関係のある土地、またはその土地

に定着する物件について、権利を有する者」

ということで、その中で、「関係のある土

地」とは、「事業予定地に隣接した土地」

を言います。ということで、したがいまし

て、事業予定地及び事業予定地に隣接する

土地またはその土地に定着する物件につ

いて、権利を有する方が対象になっている

ものでございます。 

地権者への対応ということで、これまで

も申し上げておりますが、地権者や借家人

の方々の補償につきましては、個々に土地

建物などについて調査させていただき、地

区内権利者の方々の事情をお聞きしなが

ら、補償や移転等について十分協議させて

いただきたいと考えてございます。国が定

めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準」

に基づき、従前資産を適正に算定し、公平

公正なルールにのっとり、権利者一人一人、

丁寧な対応をしてまいりたいと考えてご

ざいます。 

具体的にということですけども、また、

事業協力者等も活用しながら、事業計画、

権利変換計画の策定を進めてまいります

ので、そういった事業協力者の提案、助言

であったり、例えば、転出をされる、希望

される方に対しましては、不動産業者を紹

介して、転出先を探すなど、そういった必

要な協力を検討してまいりたいと考えて

ございます。 

あと、商業施設につきまして、これも何

度か申し上げておりますけども、今後、事

業計画を策定していく中で、どういった施

設を導入するべきかといったこともあわ

せて検討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 藤井課長。 

○藤井連続立体交差推進課長 それでは、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

まず、１点目の事業費の内訳ということ

なんですけれども、昨年も配付させていた

だいています資料にも記載していますが、

高架工事等で約３５０億円、側道工事等で

約１０億円、用地補償費で約７７億円、あ

わせて４３７億円でございます。 

国費の消化する期限があるかどうかと

いうところなんですけども、制度としまし

ては、明許繰り越し、または事故繰り越し

という制度はございます。ですから、令和

２年度で何らかの支障があれば、令和３年

度ということは、制度としては可能なんで

すけども、基本はやっぱり望ましくない、

しっかり明許繰り越しをしたら、令和２年

度でしっかり執行するというふうに考え

ております。 

あと２点目の権利者の千里丘三島線か

ら大阪側、神戸側の人数の割合なんですけ

れども、権利者約２００名でありまして、

千里丘三島線から大阪側が約１５０名、神

戸側で約５０名となっております。 
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３点目の補償費、代替地等までの検討、

経緯ということなんですけれども、基本的

に今からやるのは、現在の皆さんのお持ち

の資産を適正に評価して、基本的には金銭

の補償になるように考えております。 

４点目なんですけど、仮線、借地の要は

工事が終わった後、施工が終わった後の使

用形態はどうなるかということなんです

けれども、基本的には借地ですので、各権

利者、権利者から借りて、工事をさせてい

ただく。借りた期間が終われば、それぞれ

にお返して、それぞれが利用の用途は、そ

れぞれの権利者でされるというふうなこ

とでございます。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 野口委員。 

○野口博委員 それでは、２回目の質問に

入ります。 

最初の健都関係については、大体わかり

ましたので、また詳しいことは改めて聞き

たいと思います。 

ただ、自治会加入の問題については、で

きれば地元のご意向もあると思いますけ

ども、粘り強く話していただいて、必ず入

っていただいて、市民が地域活動してもら

うように頑張っていただきたいと思いま

す。 

その次に、マンションの問題ですね。い

わゆる、健都ザ・レジデンスは８２４戸で、

もう既に完成して、大体ほとんど入ってい

ると思うんですけども、３月１９日に完成

している健都ザ・テラスのほうですね。１

４２戸ですけども、その辺ちょっと細かい

ですけども、ちょっと教えてください。 

千里丘駅西地区再開発です。なかなかい

ろんな議論が出ていますけども、再開発の

構造的な問題については、お互いに今認識

が一つになっていると思いますけども、三、

四十年前に全国的に再開発ブームがあり

まして、いろいろ取り組みをなされました。

そんな中で、この弱小権利者と言われる地

元権利者の人たちについて、当時いろんな

法律改正もなされましたので、そういう計

画の中で、先ほども申し上げた２００２年

に特別措置法ができまして、民間も入って

くるというところから、いろいろ苦労が始

まっているわけであります。 

私としては、地元権利者の問題で言えば、

やっぱり摂津市方式というものを何とか

つくっていただいて、おっしゃったような

公共用地取得に伴う損失補償基準で、公正

公平にしますよということでは、なかなか

その会議では、補償の成立は成り立たない

ということが、これどこでも同じことが起

こっていますので、どういうプラスアルフ

ァで、きめ細かく寄り添って、若干の税金

も投入しながら対応していくのかという

ことが今後大事だと思っていますから、千

里丘駅西地区再開発の問題は、まず地元権

利者問題、最初に質問しましたけども、先

ほど紹介しました附帯決議の問題でいい

ますと、たびたび昭和６３年から平成１１

年、地元権利者対策について、委員会での

こういう決議がなされていますので、ぜひ

見ていただいて、受けとめていただきたい

と。 

参考に、これ平成３０年度のビラなんで

すけどね。２６名の方が権利変換に対して

意見書を出して、当然、市街地再開発審査

会で却下されたわけでありますけど、同じ

こと言っているなと。だから、今後の生活

と営業が成り立つかどうかを評価の決定

基準にすべきだろうというふうに、こうい

う主張をしているわけで、同じことを今回

も言うわけでありますけども、やっぱりそ

れ以外の法人の権利者の状況も違います
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し、再開発の中で、いわゆる１７２億円の

事業費があります。市が３２億円、国が３

２億円、そして保留証として獲得するのが

保留金額になります。保留証の見方につい

て、どうするかという問題なのか。大体、

民間事業者が入ってきて、そこで保留証を

売って、もうけを何割か一応予定します。

このもうけの部分との関係で、いわゆる従

前の権利者が従前の評価をします。土地は

大体従前に比べれば二、三割しかならない

と思いますけども、評価した金額の多い順

からもらえます。 

そういう観点になりますけども、いわゆ

る面積をとるだけで生活が大変だと。マン

ションを選択したとしても、たくさんの管

理費、維持補修もとられますし、店舗を持

ったとしても、維持管理が大変であります。 

そういうことも含めて、今回の１００人

余りの意見も出ています。その中には、現

状でいいよという方もたくさんいらっし

ゃるわけで、そういう日々の生活をしてい

る方々に対して、公共事業で駅前広場をつ

くります。タワーマンションもつくります。

きれいにしますよと、にぎわいのまちをつ

くっていきますよということになろうか

と思うんですけども、どこで折り合いをす

るかですよね。その最大の問題は、やっぱ

り地元権利者の生活をどう保障するかと

いうことで、ぜひ汗をかいていただきたい

と思います。これ、まず一つですね。 

そういう点でもう一度、単なる公共用地

を取得に伴う損失補償基準だとか、公正公

平は大事なんですけども、それを超えたと

ころで何を考えておられるのか、ちょっと

お聞かせいただきたい。 

それと、従前の評価等、従前の権利者が

ビルを選択した場合に、いわゆる権利証の

１平米の単価の問題ですね。マンションに

入る選択をした場合は、マンションの中の

共有廊下とか、いわゆる共有も含めて、従

前の評価で１２５平米の広さを権利変換

で獲得したときに、そこからやっぱりそう

いう共用部分がとられるわけですよ。とら

れたら、もう１００平米とか減るわけであ

ります。専有部分で変換をするということ

もいろいろ各地やられている手法であり

ますので、そういう面も含めて、ちょっと

お考えを聞かせていただきたいと思いま

す。 

二つ目の事業計画の事業協力の関係で、

具体的に事業計画書に対する意見書の提

出対象者の範囲がありますけども、逐条解

説を見ても、周辺も入るとされている中で

１．５ヘクタールが今回の開発区域であり

ますけども、認定されるその他も含むのか、

千里丘１丁目全体を含むのか、千里丘２丁

目も含むのか、この対象範囲に対する規定

がどうつながっていくのか、ちょっと説明

をしていただければと。そうしなければ、

なかなか今後の展開ができませんので、よ

ろしくお願いします。 

それと事業計画、民間に向けた作業です

けども、意見書案から業務計画はもうまと

まります。口頭陳述の申請をしたり、意見

書を出したりします。審査会でその結果に

よって結論を出します。そしたら、その後、

例えば意見書に対する却下された場合の

不服審査請求だとか、そういうシステムが

ありますけど、例えば、行政不服審査請求

を出したとしたら、そこでこの事業計画、

民間についての作業が一旦とまって、その

経過を待つのかどうか、一般的には行政不

服審査を渡したとき、６か月間ちょっと期

間が設定されて、そこで整理されて、改め

てまた見直しだったら、見直しの事業計画

案に対して、柔軟にするということなろう
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と思いますけども、その辺の意見書提出か

ら事業認可までのいろんな権利者の対応

の中で、どういうふうに動いていくのか、

ちょっと参考に聞かせていただきたいと

思います。 

約６０名の借家人の問題であります。冒

頭、昭和５５年の附帯決議を読ませていた

だきましたけども、今６０人の方々の現状

を詳しく数字は調べていませんけども、多

くは飲食店なんです。飲食店として営業な

さる期間が少ないところもありますけど

も、再開発上は、移転補償とか、そういう

ものしかないんですよね。そんな中で、せ

っかく店を確保して商売しているけども、

今回の再開発によって、どうするかとなる

わけです。割合的にも飲食店が多いわけで

すから、そういう方々が金額的に駅前ビル

に単純に入れません。入る場合、多額のお

金を用意しなければ入れないところもあ

ると思います。そうした場合に、例えば、

各地でやっているのは、自治体として、そ

ういう方々に優先的に入る区画を確保し

て、賃貸で融資制度も絡めて入っていただ

くということもやっていますし、また、再

開発区域の近くに、いわゆる飲食店街のよ

うな棟をつくって、そこに一定の優先権を

与えて、財政的な支援もしながら、そこで

店を開いていただくとか、いろんな選択が

当然あると思っています。そういう議論を

ぜひやっていただきたいと。なかなか権利

者のほうからは、そういう要求が出てこん

と思うんですよ。 

再開発そのものも、支出という面では、

そういう借家人の方々もこの計画が完成

した後、少しでもまともに営業できるよう

な格好をつくっていただきたいと思って

います。そういうことも含めて、ぜひ借家

人についても、その中には、部屋を借りて

いる方もおるかもわかりませんけど、ぜひ

検討していただきたいと。 

これ以前にも申し上げた東京都墨田区

の白鬚東地区では、賃貸工場をつくったり、

共同住宅をつくったり、いわゆる、そうい

う借家人に対して、工場をつくって安い金

額で貸し出しすると。いわゆる公的な賃貸

をつくって、そこに住んでいただく、こう

いうことをやられておるんです。これ昭和

５３年の完成でありますし、その他いろい

ろやられていますよね。何ができるか、ぜ

ひ検討していただきたいと思います。 

そこで少し、今申し上げた点について、

これからコンサルとか、事業協力者と検討

しいくんだろうと思いますけども、担当者

として、今どういうふうに思っておられる

か、ちょっとお考えを聞かせていただきた

いと思います。 

商業政策の問題です。先ほど、この駅前

の再開発事業のコンセプトとして、どうす

るかという問題で、商業部分のコンセプト

をどうするかという問題があろうかと思

うんですけど、その問題は少し触れました

けども、何を基盤にして商業展開をしてい

くのかと。単なるマンションをつくって、

駅前広場つくって、店舗を販売しますわと

いうことだけでは、うまくいかないわけで、

先を見据えた店舗展開をしていかなけれ

ば、なかなかそうはならない。そこで、地

元権利者を連携させていただいて、全体と

して、好循環するなり再開発をするという

ことが必要だと思っています。 

千里丘駅の乗降客は、令和５年度は約４

万人いらっしゃいます。摂津市内の五つの

駅の中で最も多いわけであります。吹田市

の方が８割、摂津市は２割ですけども、も

っとこれからどんどんふえていくだろう

と思いますけど、そういう利用する方々の
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人数もふえていくと思っていますけども、

それだけでは店舗は対応できませんので、

そういうことについても、やっぱりきちっ

と明確に方向性決めて、あと周辺の中小商

店とも協議を行うと。先ほど申し上げた６

０人の借家人について、多くの飲食店の方

々とも忌憚ない意見を交わしながら、方向

性を探っていくということも全部しなが

ら、結果として、この７，０００平方メー

トルの広さも含めて、その中身ついて議論

していただきたいと、結論出していただき

たいと。そのためには、いろんなシステム

のつくり方があろうかと思っています。 

できれば、ぜひそういう点で検討してい

ただきたいと思いますので、もしお考えあ

れば、ちょっと紹介していただきたいと思

います。 

阪急京都線連続立体交差事業です。この

地域のほうが３対１で、１５０人と５０人

ということであります。仮線の考え方につ

いても、借地して終わったら返しますとい

うことでの対応になるということでわか

りました。 

それで、金銭買収の問題であります。実

際交渉されていて、これから駅側のほうは、

一定スムーズにいくような環境があると

思っていますけど、その全てが金銭買収に

対応できるのもあると思っています。 

千里丘駅西地区は、ガード拡幅のときに

感じたのは、ガード拡幅によって引っ越し

しましたおばあちゃんがすぐ亡くなりま

した。あんな身近な地域で長年住んだ地域

を離れること自体が大きなストレスにな

ります。そういう点も含めて、いろいろ引

っ越しは大変だと思いますけれども、やっ

ぱり代替地は必ず必要だと思っています。

そんなに大きな地域ではありませんので、

そういうことも行政として、周りに用意し

ておいて、そういうおさめ方も僕はあるだ

ろうと思っていますけども、あとでこれ聞

かせていただきたいと思います。 

それと、この問題が最後ですが、公園側

のところで、今高度定数を行っていると。

その原因は、千里丘用地の中で、いわゆる

阪急電鉄以外の用地がありますという話

であります。その中身の具体的な内容につ

いて、ちょっと教えていただきたいなと。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 答弁をお願いします。 

川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 １点目のご質問

です。マンションの入居状況についてです。 

健都ザ・レジデンスにつきましては、８

２４戸ということで、そのうち６７９世帯

の届け出となっております。約８０％がご

入居されているご様子かなと思っており

ます。 

また、健都ザ・テラスでございますが１

４２戸です。この３月入居開始と聞いてお

りまして、現在、こちらの課といたしまし

ては、契約状況、入居状況等については把

握ができておりません。入園、入学等の手

続の上で、一定の数というのは調べれば把

握ができるかと思いますが、資料が手元に

ございませんので、把握ができておりませ

ん。 

○藤浦雅彦委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 千里丘駅西地区再開

発に関してのご質問、ちょっと順番変わり

ますけれども、まず借家人の対応につきま

して、ご答弁させていただきます。 

千里丘駅西地区まちづくり事業におき

ましては、６４名の借家人の方がいらっし

ゃいます。都市計画決定におきましては、

借家人の方向けに、７月に２回説明会を開

催をしまして、都市計画決定の内容につい
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て、住民説明会をさせていただきました。

その中で、やはりお店をお持ちの方が今後

どうなるか、そういうご意見がありました。 

借家人の対応につきましては、まず一義

的には、そこで建物を持たれている、土地

を持たれている方のご意向と、それから、

その後に借家人の方の対応、関係ですね。

どういうふうに整理をするかというのは

非常に難しい問題だと思っています。来年

度、従前資産の評価をやっていきますので、

地権者の方、それから借家人の方と面談等

がありますので、少し、その中で、それぞ

れの状況を聞きながら、対話はしていきた

いと思っています。 

また、事業協力者におきましても、今後

の権利者の対応についても、ご提案をいた

だくというふうになっておりますんで、ま

たその事業協力者も含めまして、協議して

まいりたいというふうに思います。 

続きまして、商業の運営につきましてで

ございます。 

商業の運営につきましても、権利者の方

々に向けては、商業の施設の運営の事例紹

介というのを１０月に行っております。他

の再開発におきましても、従前の商業の運

営の仕方等は、それぞれ権利者がまた店舗

を探してという運営をされております。ほ

かの再開発におきましては、もう少しまと

まった形でも店舗内に商業運営をされて

いるという事例もお聞きしております。そ

ういう事例を紹介させていただきながら、

今後の商業をどういうふうにしていくか、

また、借家人も含めまして、どういうふう

にしていくかということを地権者の方々

と話し合っていきたいと思います。 

以上です。 

○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、お答えいたしま

す。 

零細地権者の方であるとか、地区内権利

者の方に対する支援といいすか、基本的に

は、先ほど来申し上げていますとおり、公

平公正で評価、従前資産を評価いたしまし

て、丁寧な対応をしてまいりたいと考えて

おります。 

その中で、事業協力者を今募集している

ところでございますけども、事業計画、権

利変換計画を策定していく中で、事業協力

者のほうからも零細地権者等の権利変換

に対して配慮、権利変換の面積の配慮であ

ったり、床価格の低減策など、また、地区

内権利者に対する不動産情報の提供など、

そういったところを提案していただいて、

助言頂いて、そういうことを踏まえながら、

丁寧な対応をしてまいりたいと考えてご

ざいます。 

事業計画の意見書の範囲ということで、

具体的な町丁目でということでございま

すけども、基本的には、市街地再開発事業

の隣接する土地というふうに考えてござ

います。具体的には、今後府とも協議しな

がら聞いてまいりたいと思っております。 

それからあと、意見書、事業計画書の意

見書が提出されましたら、その内容を審査

いたしまして、その意見を採択すべきであ

ると認めるときは、事業計画書に必要な修

正を加え、また、採択すべきでないと認め

るときは、その旨を意見書を提出した方に

通知して、対応し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、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 
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１点目の地権者が地域を離れてストレ

スを感じる、そういったことが要因という

ことでございます。代替地の話でございま

すが、これはもう地権者説明会をする中で

も、やっぱり高齢の方がいらっしゃいまし

て、その地域を離れてストレスというよう

なお話は聞いて、いろいろあとは、小学校

のお子さんのお家で、地域をということで、

やっぱり代替地という声は上がってござ

います。ただ、やはり原則という話では、

やっぱり金銭保証は。まだ、我々は交渉を

始めたばかりで、最初からいきなり代替地

という話はないのかなと。基本的には、資

産を適正に評価させていただいての金銭

補償というところで、まずは進めるべきだ

と考えております。 

２点目なんですけど、阪急の敷地の中な

んですけど、今、阪急で調べられているん

ですけども、阪急の敷地内に登記簿の名義

として、個人の名前で、まだ名義は昔のと

きに売買されている経緯がございますの

で、そういった土地が残っているので、そ

の扱いをどうするかということも阪急で、

今いろいろ調整されているところでござ

います。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 野口委員。 

○野口博委員 最初のところはわかりま

した。 

６７９戸がわかっている数では入られ

ているということなので、そこで、先ほど

申し上げた人口１，４８８人ふえています

よというところが、その関係性でよろしい

んですかね。例えば、残りの８２４戸の中

の１５０戸だとか、新しい、健都ザ・テラ

スのマンション１４２戸、約３００戸あり

ますけども、これが残っている感じの中で

の１，４８８人ふえましたよということで

理解してよろしいんでしょうか。 

千里丘駅西地区再開発のほう入ります。

まだまだこれから具体的にやっていきま

すので、これからコンサルとか事業協力者

を選定して、単純に、現時点で議論まで掴

める議論はできないと思いますけど、例え

ば、考え方としては、ぜひ受けていただい

て、頑張っていただきたいという趣旨であ

ります。 

権利者の生活再建措置の問題ですけど

も、先ほど少しお話しましたけども、各地

では、先ほど申し上げた、いわゆる保留証、

権利証として、再開発の店舗でいただく部

分について、ネット価格でちゃんと専有部

分として金額を設定するとか、弱小権利者

については、これも先ほど申し上げました

けども、例えば借家人で協同組合をつくっ

ていただいています。そこに若干の融資を

して、新しいビルを確保していただいて、

そこで商売すると。または、権利者の方々

が店舗を選択した場合に、どこで権利証に

組合をつくって、店舗を確保して、そこで

ほかに貸し出しする。いろんな店舗展開が

当然ありますので、そういういろいろ取り

組んでいただきながら、おっしゃっている

丁寧な対応していただきながら、結果とし

て、協力してよかったと言えるので、そう

いう人の施設もつくっていただきたいと。 

公共事業であっても、もう動くのがしん

どいという高齢の方もいらっしゃるわけ

で、３０年、４０年前のときにわかってい

たら、けんかしながらでも対応したと思い

ますけど、今はなかなかそうならないとい

うこともありますので。地元権利者、また

計画全体がどうなのかということを求め

られているわけで、そういう責任が私はあ

ろうと思っていますので、改めて、そうい

うことについても聞いておきたいと思い
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ます。 

商業の問題で、いろいろお気持ちはわか

りますけども、具体的にどこに置くかは別

にしまして、行政側から借家人対象とした

勉強会を組織していただいて、そういう行

政の姿勢こそが、僕大事だと思っているん

ですよ。 

お互いに答えと方向を探っていただく

ということをぜひやっていただきたいの

で、これはお願いしておきます。 

それと、商業の問題で、近隣の幾つかの

中小商店がありますけども、それとの調整

といいますか、これ今のところどう考えて

いますか。お伺いします。 

阪急京都線連続立体交差事業について

は、金銭買収との関係でありますけども、

なかなか対応は難しいと思いますけども、

やっぱり事業をちゃんと進めるためには、

関係者のいろんな思いに応える準備はぜ

ひしていただきたいということもありま

すし、若干離れておっても、代替地を要求

する方も当然その中にはあると思います

ので、ぜひ応えていただくように。単なる

金銭買収ではなくて、いろんな選択肢を検

討していただきたいということで、お願い

をしておきます。 

最後に、副市長にちょっとお尋ねしてお

きます。なかなか地方自治体の仕事として、

摂津市の場合、これからの阪急高架とか千

里丘駅西地区再開発だとか大きな事業を

抱えてたくさんの財源が出ていく予定で

あります。どこも実際、財政が厳しいから、

いろんな要求にちょっと我慢していただ

きたいよという、こういう意識もいろんな

流れがありますけれども、市民生活も大変

ですし、以前、別の委員会で議論しておっ

たのは、所得２００万円以下の方々が摂津

市は６６％いますよ。近隣各地に比べて１

０％高いですよということで、そういう生

活実態に合わせた施策をぜひ打っていた

だきたいという話をしておりますけども、

気分を害せず聞いてほしいんですけども、

いろんな要求はたくさんあります。暮らし

もしんどくなってきています。そしたら、

いろんな再開発事業だとかを含めて大変

な事業を行うから、きちんと、これはこれ

で進めながらも、暮らしを守る政策をちゃ

んとやりますという意気込みを一つお願

いします。もう１点、各地で公共事業をめ

ぐって、不正腐敗も起きている例もたくさ

んありますので、組織として、たくさんの

お金が動きますので、収賄とか買収とか、

そうした問題について、そして、防衛措置

が当然僕は必要だと思っています。組織と

して、そういう問題についても、きちんと

防衛をやっていただきたいという、そうい

う思いがありますので、この２点について、

大変失礼ですけども、お答えいただきたい

と思います。 

○藤浦雅彦委員長 それでは、答弁をお願

いします。 

川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、３回目

のご質問にお答えいたします。 

健都マンションの人口についてでござ

います。１回目と２回目の答弁の中で、少

し不足と訂正がございましたので、あわせ

てご説明させていただきたいと思います。 

まず、２月末現在の世帯数が６７９世帯、

そして人口が１，４８８人でございます。

これは、健都ザ・レジデンスの８３４戸と

国立循環器病研究センターの宿舎１７２

戸も含めた世帯数と人口になっておりま

す。 

なお、健都ザ・テラスのほうの１４２戸

につきましては、３月中の入居開始と聞い
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ておりますので、この世帯数と人口には含

まれておりません。 

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

再開発事業に係る答弁をいたします。 

周辺商業との関係ということで、今年度

も説明会を行っておりますけども、最近の

商業床の運営方法であるとか、そういった

ところのどういったやり方がふさわしい

のかといったところの研究を進めており

ますけども、そういったことなども地権者

など皆様に事例紹介をするなどしながら、

周辺地域と相まって、繁栄できるような商

業検討をやっていきたいと考えてござい

ます。 

以上です。 

○藤浦雅彦委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、私のほうから答

弁させていただきます。 

多岐にわたるご質問の中で感じたこと

を私のほうから答弁させていただきます。 

我々、よくいろんな文章でもそうですが、

説明するときに少子高齢化というような

ことをよく言わせていただいております。

これは、２０６０年でしたか、人口が８，

０００万人ぐらいに落ちるであろうとい

うことで、非常に問題なのは、少子のほう

が問題というふうに私ども思っておりま

す。つまり、生産人口が少なくなる。いわ

ゆる稼ぎ頭が少なくなってしまう。それか

ら、食われる人を養っていかなければなら

ないということがまずあります。 

何年か前には、社会保障関係で言えば、

例えば胴上げ型というふうによく言われ

ています。多数のいわゆる生産人口で年寄

り一人を要は胴上げするような形で、支え

ていた。ここ数年は騎馬戦型というふうに

言われていまして、３人が老人一人を支え

ると。今後何年かすれば、肩車型というふ

うに言われています。そういうような状況

の中で、いわゆる現役世代の人がかなりの

負担を被るであろうというふうに思って

います。そういう意味では、全世帯、ある

いは全世代が、それぞれ日本の国を、ある

いはいろんな仕組みを支えていかなけれ

ばならない、お互いが痛みを感じていかな

ければならない時代がもうすぐやってく

るのかなというふうに思っております。 

ところで、摂津市のほうに話を戻します

と、先ほど、森西委員の質問にご答弁させ

ていただいたように、鳥飼地区のまちづく

り、これも当然多額な費用、それから期間

が生じてまいります。 

そういうふうなことを考えますと、いわ

ゆる、それを支える財源、これはやはりし

っかりと手当をしていかなければ、市がパ

ンクしてしまいます。そういう問題は、ど

ういう財源をしっかり確保していくかと

いうことになりますと、一つは、何のため

に千里丘駅西区を再開発するのかと。もち

ろん防火の関係、それから防災の関係も当

然ございますが、個人的に思ってますのは、

税財源の寛容というふうに思っておりま

す。そこのところで、いわゆる税金がふえ

るように、我々は先行投資をしていく。そ

れが大きな千里丘駅西地区の誘因でござ

います。 

きょう、地価公示価格が発表されました。

そんな中で、千里丘東２丁目が一番用地価

格が高かったのかなというふうに思って

おります。それを言いますと、千里丘駅、

それから阪急摂津市駅、ここに近い地域が

やはり地価が上がっているというふうに

私のほうは思っております。 

そういうような関係で、まちづくりは、
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いわゆる財産づくりというふうに我々は

感じております。そういう意味では、ハー

ド、ソフトにかかわらず、市のいわゆる施

策を充実・発展させていくためには、いろ

んな税財源は、やはり確保していかなけれ

ばならないというふうに思っています。 

それから、新型コロナウイルスの関係で、

昨年末から、あるいは３月末までの月間の

ＧＬＰですか。それがかなり下がってまい

りました。これはいつ終息するかわかりま

せんけれども、これが長期になりますと、

日本の経済もがたがたになっていきます

し、当然、世界経済も減少になっていきま

す。今、入国禁止とか、あるいは出国禁止

ということで、物、それから人、それから

お金、これらの分がある程度制限されてま

いります。そうなると、世界全体がやはり

景気は失速していくだろうと。そんな中で、

どういうふうに工夫をしていきながら、財

源を確保していく、これは我々の知恵であ

るというふうに思っています。 

一つ、公共施設の関係で、それぞれ先ほ

ど代替地というお話がございました。もち

ろん、旧の三宅小学校の跡地に土地があい

ています。それから旧の味舌小学校の土地

のところも防災空地としてあいています。

これはもう正式に市のほうが決定したわ

けではありませんけれども、私自身として

は、不用なものは持たないというのが、一

つ大事なキーワードかなというふうに思

っています。そこらの不用なものを民間に

売却すれば、そこのところで、当然、固定

資産税も出てきます。 

そういう土地を活用するというのも活

用の方法の一つかなというふうに思って

います。もちろん、それが最優先ではなし

に、要は、その土地を活用しながら、公共

施設の再整備というのも当然最初に考え

なければなりませんけれども、はたまた困

ったときには、やはりそういう売却も念頭

に置きながら、それぞれそれを阻止するた

めに、どういう知恵が働くのか、これはや

はり考えていかなければならないという

ふうに思っています。 

以上、質問に対しての答えになっている

かどうかわかりませんけれども、自分の思

いをお話させていただきました。 

○藤浦雅彦委員長 買収など起こらない

防衛策についてどうお考えですか。 

副市長。 

○奥村副市長 それでは、ちょっと答弁が

抜けておりました。 

多額な公共事業をやっていますと、やは

りそういう心配も当然出てまいります。 

きのう、ある電力会社がいろんな問題、

第三者委員会の発表がございました。本市

にとりましては、決しそんなことはござい

ません。これからもやはり襟を正しながら、

しっかりとそういうことが起こらないよ

うに、もちろん職員研修も当然出てまいり

ますし、我々日常の中でのお互いの点検、

これもしっかりやっていきたいというふ

うに思っています。 

○藤浦雅彦委員長 野口委員。 

○野口博委員 それでは、最後に一言申し

上げて終わりたいと思います。 

どっちにしても、多額なお金が動いてい

きます。今後、経済的な状況も不透明であ

りますし、暮らしも一層しんどくなってい

ます。将来計画も同時に進めながら、今生

きている市民の方々に対して何が必要か

というところも当然大事だと思っていま

すので、そういう財政の問題、それをどう

活用するかが問題、将来、現在も含めて、

そういうトータルで見ていただいて、物事

を進めていただきたいと。 
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特に、先ほど申し上げましたけど、高齢

化になっていますので、今さらという気持

ちも当然あるので、皆さんもしんどいかも

わかりませんけども、きちっとこれを含め

ていただいて、おっしゃっている方向でい

い結果出るように頑張っていただきたい

と。 

また、いろいろな角度から議論をしてい

きたいと思います。 

これで終わります。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員。 

○香川良平委員 先ほど来、多数の委員の

方から質問がありましたので、質問も出尽

くしたかなとは思うんですけども、重なら

ないように質問させていただきたいなと

思います。 

まず、千里丘駅西地区再開発事業につい

て、事業協力者の公募が開始されました。

現状、どんな感じなのかなというのをちょ

っと聞いておきたいと思います。 

これ、周知のことですが、市のホームペ

ージによる公表というふうになっていま

すが、周知はホームページのみということ

でよろしいんですかね。その辺もお聞かせ

いただきたいなと思います。 

それと、阪急京都線連続立体交差事業に

ついて、お聞きしたいなと思います。 

予算概要９２ページ、土地借上料３，０

００万円が予算計上されていますが、先ほ

どの委員のほうからも触れられていまし

たが、この土地借上料３，０００万円です

かね。令和２年度で予算計上しているこの

金額の根拠について、ちょっとお聞きした

いなと思います。 

以上、２点です。 

○藤浦雅彦委員長 答弁お願いします。 

門田参事。 

○門田都市計画課参事 千里丘駅西地区

再開発についてでございます。 

３月９日に事業協力者の公募を開始さ

せていただきまして、現状、公募の段階で

ございますので、ちょっと詳細なことにつ

いては差し控えさせていただきたいと思

いますが、募集につきましては、市のホー

ムページで発信させていただきました。そ

の後、そのホームページを見られた業界紙

関係の方が見られて、それを翌日に載せて

いただいたり、幾つか載せていただいたり

ということで、情報としては広まっている

のかなということにはなります。 

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、

阪急京都線連続立体交差事業に関するご

質問に答弁申し上げます。 

土地の借上料につきましては、借地につ

きましては、今関係者間で最終ルールの設

定、細かいところをやっているんですけれ

ども、基本的に考え方としまして、土地の

鑑定額の６％が年間の借地料という、基本

で決まってございまして、基本的には、想

定で土地が平米当たり２０万円で６％で

平米１万２，０００円、その借地するそれ

ぞれのお宅で面積が違うんですけど、想定

して、１００平米ぐらいを考えたら、年間

１２０万円、２５件ぐらいを想定して、３，

０００万円という形で計上をしておりま

す。あくまで想定で、見込みの計上をさせ

ていただいています。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。 

千里丘駅西地区再開発事業でございま

すが、わかりましたので、これはもう結構

でございます。 

阪急京都線連続立体交差事業ですが、土
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地借上料ですね。金額の根拠についてご答

弁いただいて、大体はわかりました。この

３，０００万円は２５件という、今後必要

な部分は、もう土地は買収するわけじゃな

いですか。工事をする上で、買う必要はな

いところを借りるというのが僕のイメー

ジなんですけど、今後、事業を進めていく

上で、この土地借上料というのは、令和２

年度は３，０００万円ですけど、令和３年

度はもっともっと上がっていくのかなと

いうようなイメージなんですよね。 

今後の推移についてというのをちょっ

とお聞かせいただきたいのと、土地を借り

るわけですから、どういったタイミングで

借りるのかなというのがちょっと気にな

る部分でして、今の時点から借りるのがベ

ストなのかなと僕は思うんですね。その土

地をかりるタイミングというのをちょっ

と聞きたいなと。解体工事して、解体して

から、じゃあ、その分の買う必要じゃない

ところを借りますというのじゃなくて、あ

る程度ここの土地は必要なので、そこの部

分は、工事に入る前の早い段階で借りてお

くべきなんじゃないのかなと思うんです

けど、その借りるに至ってのタイミングで

すかね。ちょっとその辺はどうなっている

のか、質問させていただきます。 

○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、

借地料につきましては、まず１点目の今後

の推移なんですけれども、令和２年度は２

５件程度を見込んでいるんですけども、基

本的には東側、半分側が借地になりますん

で、大体権利者が２００名としましたら、

反対側が半分、１００名くらいは借地にな

りますので、今後この借地という形での予

算計上というのは、ふえていくように考え

ております。 

２点目の借りるタイミングなんですけ

れども、これもちょっと今いろいろ用地を

いつから借りるかというのを調整してお

ります。基本的な考え方としては、工事の

着手前から借りれば、一番事業者側として

は安価になるんですけれども、やっぱり権

利者のご都合で、そんな勝手なことは言え

ませんので、権利者と交渉して、基本的に

は建物を撤去した後に、すぐ借地という形

でいかないと、合意はとれないとのではな

いかと考えております。 

以上でございます。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。 

おおむね理解いたしました。地権者もい

ることですので、すごくデリケートな部分

でありますので、用地買収も含めて、そう

いった部分の地権者との交渉に対しては、

親切丁寧な対応をしていただきますこと

を求めておきます。 

以上で質問を終わります。 

○藤浦雅彦委員長 香川委員の質問が終

わりました。 

以上で質問を終わります。 

暫時休憩します。 

（午後２時１８分 休憩） 

（午後２時１９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

に入ります。 

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９号所管分について、可決するこ
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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いたしました。 

これで、本委員会を閉会いたします。 

（午後２時１９分 閉会） 
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