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４．ビジョン策定経過 

 

●枚方市駅周辺再整備ビジョン策定委員会 

・目的 

枚方市駅周辺整備基本構想を踏まえた、市駅周辺の総合的なまちづくりに関するビジョン

を策定する。 

 

・委員会メンバー 

委員長 都市整備部担当副市長 

副委員長 委員長でない担当副市長 

委員 理事（都市基盤整備調整担当） 

理事（建設・環境部門調整担当） 

理事（総務部門調整担当） 

理事（厚生部門調整担当） 

教育委員会教育次長 

政策企画部長 

市民安全部長 

総務部長 

財務部長 

地域振興部長 

都市整備部長 

土木部長 

公共施設部長 

教育委員会管理部長 

（平成２４年１２月末現在、臨時委員含） 

 

・実施経過 

第１回  平成２０年 ８月２６日 

議題：枚方市駅周辺地区における再整備の取り組みについて 

枚方市駅周辺の再整備ビジョン策定に関する今後の予定について 

第２回  平成２０年１１月１９日 

議題：枚方市駅周辺再整備ビジョン策定の範囲及び今後の予定について 

枚方市駅周辺基本構想の検証について 

第３回  平成２１年 ８月 ５日 

議題：枚方市のまちづくりについての講演 

枚方市駅周辺整備ビジョン策定のスケジュール（案）についての報告 

地元組織化に向けた主な団体等へのヒアリングの実施についての報告 

第４回  平成２２年 ７月１２日 

議題：枚方市駅周辺再整備ビジョン策定に係る基礎調査業務委託について 
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第５回  平成２２年 ７月２２日 

議題：枚方市駅周辺再整備ビジョン策定に係る基礎調査について 

第６回  平成２３年１１月 １日 

議題：委員構成等の改正及び再整備ビジョン策定の推進体制について 

枚方市駅周辺再整備ビジョンの方向性の確認について 

今後のスケジュールについて 

第７回  平成２４年 １月２４日 

議題：専門検討委員会および地元懇談会の設置について 

委託業務の契約について 

当面のスケジュールについて 

第８回  平成２４年 ４月１２日 

議題：枚方市駅周辺再整備ビジョン専門検討委員会等の経過報告について 

まちづくりの方向性について 

第９回  平成２４年 ６月 １日 

議題：まちづくりの方向性と実現化方策について 

第１０回 平成２４年 ６月２９日 

議題：ビジョン骨子案について 

まちづくりの実現化方策について 

第１１回 平成２４年 ７月２６日 

議題：ビジョン骨子案について 

第１２回 平成２４年１１月 ２日 

議題：ビジョン素案について 

第１３回 平成２４年１２月１０日 

議題：ビジョン素案について 

第１４回 平成２５年２月２８日 

議題：パブリックコメントについて 

ビジョン概略検討について 
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●枚方市駅周辺再整備ビジョン検討プロジェクトチーム 

・プロジェクトチームの事務分掌 

（１）枚方市駅周辺再整備ビジョンの策定にあたる技術的事項等の調整研究に関すること 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること 

 

・プロジェクトチームメンバー 

総括 理事（建設・環境部門調整担当） 

副総括 政策企画部 次長 

地域振興部 次長 

都市整備部 次長 

チーフ 都市整備部 都市整備推進室 課長代理 

副チーフ 政策企画部 企画課 課長代理 

地域振興部 産業振興課 課長代理 

土木部 土木総務課 課長代理 

チーム員 財務部 財政課 係長 

地域振興部 地域振興総務課 係長 

都市整備部 都市計画課 主任 

都市整備部 都市整備推進室 主任 

都市整備部 開発指導室 開発調整課 主任 

（平成２４年１２月末現在） 

 

・実施経過 

第１回  平成２３年１１月２８日 

議題：枚方市駅周辺地区における再整備の取り組みについて 

枚方市駅周辺の再整備ビジョン策定に関する今後の予定について 

第２回  平成２３年１２月 ６日 

議題：業務委託仕様書の追記事項（各グループの検討）について 

第３回  平成２４年 １月２３日 

議題：第 7回ビジョン策定委員会・第 9回ビジョン策定委員会幹事会の開催について 

第４回  平成２４年 ２月１０日 

議題：枚方市駅周辺再整備ビジョン策定に係る基礎調査業務委託業者との打ち合わせ 

第５回  平成２４年 ２月２１日 

議題：枚方市駅周辺再整備ビジョン専門検討委員からの調査・要望等について 

第６回  平成２４年 ３月 ８日 

議題：第 2回枚方市駅周辺再整備ビジョン専門検討委員会について 

第７回  平成２４年 ４月 ９日 

議題：第 10回ビジョン策定委員会幹事会の開催について 

第８回  平成２４年 ５月 ８日 

議題：庁内委員会、専門検討委員会、地元懇談会、意見交換会によるビジョンの

方向性について 

学生等（若年層）対象の意見交換会の結果報告 

商業アンケート調査実施要領について 

交通、土地利用に関する枚方市駅周辺の現況・課題・対応の方向について 
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第９回  平成２４年 ５月１８日 

議題：第 11回枚方市駅周辺再整備ビジョン策定委員会幹事会の開催に向けて 

第１０回 平成２４年 ５月２９日 

議題：第 11 回枚方市駅周辺再整備ビジョン策定委員会幹事会の開催に向けて 

（ビジョン具体案） 

第１１回 平成２４年 ６月１２日 

議題：3次元空間シミュレーションについて 

次回専門検討委員会に向けた検討について 

骨子作成に向けた作業の進め方について 

第１２回 平成２４年 ６月２１日 

議題：まちづくりの実現化方策とエリアマネジメントについて 

ビジョン骨子案について 

第１３回 平成２４年 ７月２３日 

議題：ビジョン骨子案について 

各検討グループの検討事項の整理について 

まちづくりシンポジウムの結果報告 

今後のスケジュールについて 

第１４回 平成２４年１０月 ２日 

議題：ビジョン素案について 

各検討グループの検討について 

今後のスケジュールについて 

第１５回 平成２４年１０月１１日 

議題：ビジョン素案について 

第１６回 平成２４年１０月１７日 

議題：ビジョン素案について 

第１７回 平成２４年１０月２５日 

議題：ビジョン素案について 

第１８回 平成２５年 １月１８日 

議題：ビジョン素案の確定について 

パブリックコメントの実施について 

今後の取り組みについて 

第１９回 平成２５年 ２月 ８日 

議題：ケーススタディについて 

今後の取り組みについて 

第２０回 平成２５年 ２月１５日 

議題：ケーススタディについて 

パブリックコメントの意見取りまとめについて 

第２１回 平成２５年 ２月２１日 

議題：ケーススタディについて 

パブリックコメントの意見取りまとめについて 

事業者ヒアリングについて 
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●枚方市駅周辺再整備ビジョンに関する意見聴取会（旧枚方市駅周辺再整備ビジョン専門検討委員会） 

・目的 

枚方市駅周辺再整備ビジョンの策定に向けて、学識経験者等による専門的な組織を設置し、

枚方市駅周辺の諸課題、まちづくりの方向性、ビジョンの推進のための具体的な手法等につ

いて各分野の専門的見地からの意見を聴取する。 

 

・意見聴取会メンバー 

分 野 氏 名 役  職  等 備  考 

都市計画 古山 正雄 京都工芸繊維大学 学長  

都市再開発 横島 毅 全国市町村再開発連絡協議会 顧問  

商業政策 藤岡 里圭 関西大学 商学部 教授 
 

建築 川上 比奈子 
摂南大学 理工学部 

住環境デザイン学科 教授 
 

文化 木ノ下 智恵子 

大阪大学 

コミュニケーションデザイン・センター  

特任准教授 

 

住宅政策 
星野 博信 大阪府 住宅まちづくり部 

居住企画課 課長補佐 

第 3回以降出席 

川端 博之 
前任者 

第 2回まで出席 

公共交通 
安積 正彦 

京阪電気鉄道株式会社 経営統括室 部長 
第 6回以降出席 

久ノ坪 宏司 
前任者 

第 5回まで出席 

商工業 田中 隆夫 北大阪商工会議所 専務理事  

 

・実施経過 

（専門検討委員会） 

第１回 平成２４年 ２月１５日 議題：会の運営について  

枚方市駅周辺の現状と課題について 

第２回 平成２４年 ３月１３日 議題：現地視察 

地区の課題整理について 

目指すべき方向について 

第３回 平成２４年 ４月１６日 議題：地区の将来像とまちづくりの方向性について 

第４回 平成２４年 ６月 ５日 議題：まちづくりの方向性の実現に向けて 

第５回 平成２４年 ７月 ４日 議題：ビジョン骨子案について 

まちづくりの実現化方策について 

第６回 平成２４年 ８月 １日 議題：ビジョン骨子案について 

 

（意見聴取会） 

第１回 平成２４年１１月１９日 議題：ビジョン素案について 

第２回 平成２５年 ３月１８日 議題：ビジョン（案）について 
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●枚方市駅周辺まちづくり懇談会 

・目的 

枚方市駅周辺再整備ビジョン策定に向け、地元住民・地元事業者等による組織と枚方市駅

周辺地域のまちづくりについて意見交換を行う。 

・実施経過 

第１回 平成２４年 １月３１日 議題：枚方市駅周辺の現状と課題 

第２回 平成２４年 ４月１９日 議題：地区の将来像とまちづくりの方向性について 

第３回 平成２４年 ６月２６日 議題：まちづくりの方向性の実現に向けて 

第４回 平成２４年 ７月１８日 議題：まちづくりの実現化方策について 

ビジョン骨子案について 

第５回 平成２４年 ８月 ８日 議題：ビジョン骨子案について 

第６回 平成２４年１１月２７日 議題：ビジョン素案について 

第７回 平成２５年 ３月２７日 議題：ビジョン（案）について 

 

●市議会との意見交換等 

・枚方市駅周辺再整備ビジョンに係る意見交換会 

第１回 平成２４年 ３月２８日 議題：ビジョンのこれまでの検討の経過について 

枚方市駅周辺地区に係る現況と課題について 

第２回 平成２４年 ５月２２日 議題：枚方市駅周辺地区に係る現況と課題について 

地区の将来像とまちづくりの方向性について 

・枚方市駅周辺再整備ビジョン策定に伴う勉強会 

第１回 平成２４年 ２月１７日 

講演 『人口減少時代における郊外主要駅周辺の新しい方向性について』 

第２回 平成２４年 ４月２０日 

講演 『街づくりの進め方』 

 

●市民との意見交換 

・まちづくりふれあいミーティング  平成２４年 ６月 ９日 

枚方市および枚方市駅周辺でイベント活動の企画やボランティア活動を行っている 10 代

～20代の若者たちとの意見交換。 

テーマ：枚方市駅周辺のまちづくりについて 

・ひらかた未来トーク  平成２４年１０月２７日 

一般公募による 10代～70代の枚方市民等との意見交換。 

テーマ：枚方市駅周辺のまちづくりについて 

 

●その他 

・これからの枚方市駅周辺を考えるまちづくりシンポジウム  平成２４年 ７月１５日 

枚方市駅周辺再整備ビジョンの策定に向けて、交通環境の改善や駅周辺の活性化など、 

枚方市の玄関口にふさわしい活力ある駅前の構築について考える。 

第１部 基調講演 『変化の時代のまちづくり』 

第２部 パネルディスカッション テーマ：枚方市駅周辺のまちづくりの展開について 
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