
 

 

別紙標準様式（第７条関係） 
会 議 録 

会 議 の 名 称 平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会 
開 催 日 時 平成２９年７月５日（水） １４時００分から 

１５時２０分まで 
開 催 場 所 別館４階 第２委員会室 
出 席 者 会長：吉川委員 

委員：猪井委員、岡委員、髙橋委員、山條委員、    岡﨑委員、三上委員、前田委員、松岡委員、岩本委員、    工藤委員、大地委員、堀井委員 
欠 席 者 加嶋会長代理、太田委員、田中委員 
案  件  名 【審議案件】 

・議案第１号 東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について 
【報告案件】 
・平成２９年度審議予定案件について 

提出された資料等の 
名 称 議事次第 

平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会議案書 
平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会議案書資料 
平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会報告案件資料 
枚方市都市計画審議会関係法令等抜粋資料 

決   定   事   項 議案第１号については原案どおり承認 
会議の公開、非公開の別 
及 び 非 公 開 の 理 由 公開 
会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 公表 
傍 聴 者 の 数 なし 
所 管 部 署 
（ 事 務 局 ） 都市整備部都市計画課 
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審  議  内  容 
吉川会長           
都市整備部島田部長                          

定刻になりましたので、ただいまより、平成２９年度第１回

枚方市都市計画審議会を開催させていただきます。 
委員の皆様には、何かとお忙しい中、また梅雨が本格的にな

ってきたみたいなところで審議会に御出席を賜り大変ありがと

うございます。 
本日は、審議案件１件と、今年度の審議予定案件等について

報告を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
開催に先立ちまして、今回は一部委員の皆様の改選がござい

ましたので、委員の皆様方の御紹介と出席者の紹介を島田都市

整備部長よりお願いいたします。  
都市整備部長の島田でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 
それでは、私のほうから本日御出席いただいております委員

の皆様を御紹介させていただきます。 
最初に、学識経験者並びに市民の委員の皆様から着席順に御

紹介をさせていただきます。 
会長の吉川会長でございます。 
猪井委員でございます。 
岡委員でございます。 
髙橋委員でございます。 
山條委員でございます。 
岡﨑委員でございます。 
三上委員でございます。 
次に、市議会より選出をいただいております委員の皆様を御

紹介させていただきます。 
前田委員でございます。 
松岡委員でございます。 
岩本委員でございます。 
工藤委員でございます。 
大地委員でございます。 
堀井委員でございます。 
なお、加嶋会長代理、太田委員並びに田中委員におかれまし

ては、所用により出席できないとのことで御連絡をいただいて

おります。 
引き続き、本市の出席者を御紹介させていただきます。 
副市長の小山でございます。 
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吉川会長    
都市計画課中村課長        
吉川会長        
出席委員  
吉川会長    
都市計画課中村課長   
吉川会長 
 

 

小山副市長  
次に、理事の栁澤でございます。 
都市整備部次長の白石でございます。 
都市計画課長の中村でございます。  
それでは、今、御出席者の紹介をしていただいたんですが、

まず、委員の皆様の出席状況の報告を事務局の中村都市計画課

長よりお願いいたします。  
委員の皆様の出席状況を御報告させていただきます。 
本審議会の委員総数は１６名でございます。本日は１３名の

委員の皆様に御出席いただいており、委員総数の半数以上に達

しております。 
したがいまして、枚方市都市計画審議会条例第６条第２項の

規定に基づき、本審議会が成立していますことを御報告させて

いただきます。  
ただいま事務局より報告がありましたとおり、本日の審議会

は成立しております。 
本審議会は「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」

に基づき、原則公開ということにしております。 
本日の案件を確認したところ、個人情報などの公開すべきで

ない情報が含まれた案件ではございませんので、本日の審議会

は公開といたしますが、御異議ございませんでしょうか。  
異議なし。  
異議なしと認めます。よって、本日の審議会は公開といたし

ます。 
傍聴を希望される方はおられますか。  
本日傍聴を希望されている方はいらっしゃいません。 
以上でございます。  
それでは、まず、小山副市長のほうから御挨拶をお願いいた

します。  
副市長の小山でございます。 
平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会の開会にあたりま
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吉川会長    
都市計画課中村課長       

して、一言御挨拶を申し上げます。 
本日は、お忙しい中、また若干お足元の悪い中、本審議会に

御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 
先ほど市議会議員の先生方の改選に伴いまして、部長より、

新しい委員の皆様方の御紹介をさせていただきました。委員の

皆様方におかれましては、本市における将来のまちの姿につい

て、都市計画の観点から調査、審議をいただく重要な役割を担

っていただくということになりますが、今後とも本市の都市計

画行政に御指導、お力添えをいただきますようよろしくお願い

を申し上げます。 
本日の審議会では、現在、茄子作南地区におきまして、土地

区画整理事業が進められておりまして、本年１月に仮換地の指

定がされたことから同地区における生産緑地地区の変更につい

て御審議をいただきたいと考えております。 
また、報告させていただく案件といたしましては、今年度御

審議いただく予定案件の概要について今回御説明をさせていた

だきたいというふうに考えておりますので、併せてよろしくお

願いをいたします。 
さて、本年は、本市が市制を施行しまして７０年となります

ことから、「枚方の魅力をともに高める」をテーマにさまざま

な記念行事の実施やまちの魅力を広く発信するなど、市民の郷

土枚方への愛着をより一層高めることを目指して取り組んでお

ります。今後とも、本市のまちづくりに対しまして変わらぬ御

支援、御協力をいただきますよう、重ねてお願いをいたしまし

て、簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきま

す。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。  
ありがとうございます。 
それでは、本日の資料の確認と本審議会の運営について、中

村都市計画課長より説明をお願いいたします。  
それでは、資料の確認をさせていただきます。本日の資料に

つきましては、事前にお配りさせていただいております「議事

次第」、次に「平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会議案

書」、同じく「議案書資料」、同じく「報告案件資料」、続き

まして「枚方市都市計画審議会関係法令等抜粋資料」、以上と

なっております。 
以上、不足している資料はございませんでしょうか。 
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それでは、続きまして、枚方市都市計画審議会の趣旨及び運

営につきまして御説明のほうをさせていただきます。 
お手元の「枚方市都市計画審議会関係法令等抜粋資料」によ

り御説明をさせていただきます。 
まず、本審議会の位置付けでございますが、右上、資料３と

記載しております「都市計画法抜粋」をお開き願います。資料

下段、太字にて「市町村都市計画審議会」について記載のとお

り、本審議会は、都市計画法第７７条の２に基づく法定審議会

として、平成１２年４月１日施行の枚方市都市計画審議会条例

により設置したものでございます。 
この審議会の目的といたしましては、都市計画法第１９条及

び第７７条の２に記されておりますが、市町村が都市計画を決

定するときや、都市計画に関し市長が諮問したい案件があると

きに御審議いただき、御承認や御意見をいただくものでござい

ます。 
以上が、本審議会の主旨でございます。 
次に、本審議会の運営につきまして御説明申し上げます。 
平成１２年度第１回枚方市都市計画審議会で、審議会の運営

について御協議いただき、決定いたしました２点の主な内容に

ついて御説明いたします。 
初めに、審議会の公開と傍聴について御説明申し上げます。 
次ページ、資料４を御覧願います。 
「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」の抜粋版で

ございますが、審議会の公開に関しては、会議の透明性を高め、

会議の公正な運営の確保に資するとともに、市民参加による市

政の推進に寄与するために原則公開することとしております。 
また、傍聴の取り扱いについて本審議会で協議していただき、

資料５の「枚方市都市計画審議会の傍聴に関する取扱要領」の

とおり定めております。 
以上が、審議会の公開と傍聴についてでございます。 
次に、２点目といたしまして、審議会の会議録の作成と公開

について御説明申し上げます。 
お手元の資料では、資料２の「枚方市都市計画審議会条例施

行規則」を御覧願います。規則の第４条におきまして、議長は

審議の内容を記録するため会議録を作成するものとしておりま

す。会議録に記載する内容は、会議の日時及び場所、出席した

委員の氏名、会議の内容でございます。 
会議録の作成は、事務局のほうで逐語録の形式で行い、議長
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吉川会長          
都市計画課中村課長                     

に御確認していただく方法をとっております。また、会議録に

つきましては、本審議会で協議していただき、発言委員の氏名

も含め公開することになっております。 
以上、資料の確認並びに枚方市都市計画審議会の主旨及び運

営につきまして御説明申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。  
ただいま中村都市計画課長より説明がありました内容につい

て、委員の皆様のほうから御質問等ございませんでしょうか。 
それでは、ないようですので、これより議事次第１の議案審

議に移りたいと思います。まず、議案第１号「東部大阪都市計

画生産緑地地区の変更について」事務局より説明をお願いいた

します。 
中村都市計画課長。 
説明が長くなるようですので、着席したままで結構でござい

ます。  
それでは、議案第１号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変

更について」御説明させていただきます。着席して説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 
お手元の議案書及び議案書資料にて御説明のほうをさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 
まず、議案書を御覧願います。 
１－３ページには、本案件に係る付議書のほうを添付させて

いただいております。 
続きまして、１－５ページを御覧ください。 
こちらは生産緑地地区の変更に係る計画の内容となっており

ます。今回の変更につきましては、川越Ｂ１８及び川越Ｂ２８

の２地区の生産緑地地区を対象として区域変更を行うものでご

ざいます。 
次に、１－７ページを御覧ください。 
今回の生産緑地地区の変更理由でございますが、茄子作南土

地区画整理事業において仮換地の指定がされたことから、土地

区画整理事業区域内にある生産緑地地区の区域変更を行うもの

でございます。 
変更内容に係る詳細につきましては、議案書資料にて御説明

のほうをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
議案書資料の資１－３ページを御覧願います。 



 

 

6 

                                      
こちらの表は、今回変更する生産緑地地区の変更内容をまと

めたものでございます。左端から名称、位置、面積、変更の種

別、変更理由、備考、図面番号を記載しております。 
なお、変更する項目、面積の項目でございますが、上段に変

更前の面積、下段に変更後の面積を記載しております。 
今回の変更としましては、川越Ｂ１８につきましては、今回

の変更により面積が約０．３３ヘクタールから約０．２８ヘク

タールとなり、約０．０５ヘクタールの減少となります。 
次に、川越Ｂ２８につきましては、今回の変更により面積が

約０．３ヘクタールから約０．６５ヘクタールとなり、約０．

３５ヘクタールの増加となります。 
本市域全体として、生産緑地地区の総数は、４５４地区から

変更はございませんが、総面積は約９７．３８ヘクタールから

約９７．６８ヘクタールとなり、約０．６３ヘクタール増加と

なっております。 
次に、資１－４ページの位置図を御覧願います。 
こちらの位置図において、区域変更を行う地区をお示しして

おります。 
今回変更する地区の名称は、川越Ｂ１８地区及び川越Ｂ２８

地区であり、枚方市南西部の茄子作南町に位置しております。 
それでは、各地区の説明をさせていただきます。 
ページおめくりいただきまして、資１－６ページの参考図を

御覧願います。 
失礼しました。先ほどの増加の分なんですけども、面積約０．

３ヘクタール増加となっておりますので、この場で修正をさせ

ていただきます。申し訳ございませんでした。 
それでは、資１－６ページの参考図を用いて御説明させてい

ただきます。こちらの資料は、今回、区域変更を行う地区及び

関連する地区を表示しております。 
凡例の説明としましては、黒色の２点鎖線で、枚方市と交野

市の市境界を、赤色の１点鎖線で、茄子作南土地区画整理事業

区域をそれぞれ表示しております。 
また、生産緑地地区の区域変更の凡例として、緑色に横線で

表示している区域を事業の仮換地に伴い追加する区域、緑色で

表示している区域を区域縮小による変更後の区域、黄色に縦線

で表示している区域を事業の仮換地に伴い廃止する区域、黄色

にドットで表示している区域を買取申出に伴い廃止する区域と

して、それぞれ表示しております。 
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吉川会長     
髙橋委員  

それでは、川越Ｂ１８地区について御説明いたします。 
この地区につきましては、黄色に縦線で表示しているとおり、

地区の一部が事業区域内に位置することから、仮換地の指定に

伴い、地区の一部廃止及び区域の縮小を行うものでございます。 
なお、この黄色に縦線でお示ししている仮換地に伴い廃止と

なる区域につきましては、仮換地指定された、緑色に横線で表

示している川越Ｂ２８地区に追加いたします。 
次に、川越Ｂ２８地区について御説明いたします。 
この地区につきましては、黄色に縦線で表示しているとおり、

地区全体が事業区域内に位置しており、仮換地指定を受けた緑

色に横線で表示している川越Ｂ２８の区域へ変更を行うもので

ございます。 
また、事業区域には、交野市域の生産緑地地区である２９－

１地区が含まれており、こちらの地区につきましては、交野市

にて黄色に縦線の区域を仮換地に伴い廃止、黄色にドットで表

示している区域を買取申出に伴い廃止する予定でございます。 
その上で、仮換地に伴い廃止した地区を、川越Ｂ２８地区に

追加するものでございます。 
今回の変更の内容につきましては、以上となります。 
最後に、都市計画手続きの経過と今後について、口頭ではご

ざいますが、御説明のほうをさせていただきます。 
今回の変更案につきましては、本年５月１７日から５月３１

日までの期間で、都市計画案の縦覧を行いました。 
なお、縦覧者はおらず、意見書の提出はございませんでした。 
今後の予定といたしましては、本審議会で御承認をいただき

ましたら、交野市と同日付けで、７月中に都市計画の変更告示

を行う予定でございます。 
以上で、議案第１号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更

について」の説明とさせていただきます。  
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。  
御苦労さまでした。ただいま事務局より説明のありました議

案第１号について、委員の皆様等から御質問等ございませんで

しょうか。 
髙橋委員。  
ちょっとお聞きします。川越のＢ１８ですか、名称、これが

変更前が０．３３ヘクタール、変更後が０．２８ヘクタール、
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都市計画課中村課長         
髙橋委員  
都市計画課中村課長  
髙橋委員   
都市計画課中村課長  
髙橋委員  
吉川会長   
山條委員    
吉川会長  
都市計画課中村課長  
山條委員  
吉川会長 

０．０５ヘクタールの減となっておるんですけども、これは備

考の欄にも理由は書いてないんですけど、どういう理由で減に

なったんでしょうか。  
もともと川越Ｂ１８といいますのが、緑色の表示している部

分と、今回黄色の縦線で表示している部分、これが併せて川越

Ｂ１８という区域でございました。それが、今回区画整理事業

区域内に入っておりますのが、この黄色で縦線、この区域が区

画整理事業区域内ということで、仮換地として川越Ｂ２８のほ

うにいきまして、それで、あと川越Ｂ１８というのが黄色の縦

線で表示している分、これがなくなる、要は削減されるという

ような状況でございます。  
緑と黄色の縦線、これ両方併せてＢ１８ということですね。  
はい、そうでございます。  
その黄色の縦線が、要するに区画整理で換地されて変わった

ということですね。  
はい、そうです。  
わかりました。  
ほかにございませんでしょうか。 
山條委員。  
すみません。ただ単なる疑問なんですが、真ん中のほうに白

地で、これ区画整理事業区域内ですか、この白地で、蛇のよう

な白地が出てるところ。  
課長。  
区画整理事業区域内でございます。  
これは実態としては川か何かなんですか。  
課長。 
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都市計画課中村課長   
山條委員  
吉川会長  
都市計画課中村課長  
山條委員   
吉川会長  
都市計画課中村課長  
吉川会長  
山條委員  
吉川会長   
髙橋委員     
吉川会長  
都市計画課中村課長       

 
今現在、あぜ道みたいな状況でございます。 
以上でございます。  
国有地という意味ですか。  
課長。  
個人さんが所有されている土地でございます。  
これも要するに区域内でどっかに、もちろん減歩の上、換地

されるようなことになるわけですな。  
課長。  
そのとおりでございます。  
山條委員、よろしゅうございますか。  
はい、結構です。  
それじゃ、ほかに御意見、御質問等ございませんでしょうか。 
髙橋委員。  
地図のですね、白地の空白の部分は、白い色の部分ですね、

これは要するに地権者の方が農地として今までは営んでおられ

ていたんですけど、区画整理になって、ここは人にお貸しする

か売るような方向になるんでしょうか、業者のほうに。  
課長。  
この区域は、図面を見ていただいたらおわかりになられると

思うんですけれども、交野市域の土地でございまして、その中

で今回土地利用ということで生産緑地以外の土地の方は一定換

地を受けるなり、それかもしくは土地を売却されるということ

になっているんですけど、申し訳ございません、この方が将来

的に土地をどうされるかというのは今はわからない状況です。  
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髙橋委員  
吉川会長   
岡﨑委員   
吉川会長  
都市計画課中村課長      
吉川会長   
都市計画課中村課長     
吉川会長  
岡委員   
吉川会長  
都市計画課中村課長  
岡委員   
吉川会長  

そうですか。  
ほかにございませんか。 
岡﨑委員。  
岡﨑です。このベージュ色の区域を回っている区域は何を示

してらっしゃるのか。  
はい、課長。  
すみません、凡例をつけてないんですけども、これは枚方市

域の市街化区域を表示させていただいたもので、オレンジ色の

中の区域は市街化区域ということで、それ以外が周辺、枚方市

のほうでいえば市街化調整区域というような表示でございま

す。  
市街化区域でないと都市計画事業はできませんので。 
それじゃ、課長。  
今オレンジ色で表示しておりますのは、枚方市の中のほうの

市街化区域を塗らしていただいておりまして、交野市側のほう

はもちろん市街化区域ということになっておりますので、よろ

しくお願いいたします。  
岡さん、何か。  
新しい川越のＢ２８ですけれども、換地後の分ですね、その

分のもとの土地利用は何だったんでしょうか。  
はい、課長。  
もとの土地利用は農地でございます。  
わかりました。農業をちゃんとされるということですよね、

もちろん。  
はい、課長。  
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都市計画課中村課長      
岡委員  
吉川会長         
出席委員  
吉川会長        
都市計画課中村課長           

今回生産緑地にしておりますのは、仮換地で緑色のほうにい

ってるんですけど、この緑色の区域内の方は、今回黄色で縦線

で表示している区域の方が生産緑地に移りますので、もともと

所有されている方というのは、一定新たな宅地とか、そういう

土地利用のほうにされるということです。  
わかりました。  
それでは、ほぼ１つのテーマに微に入り細に入り御質問が相

次ぎましたが、御意見、御質問がございませんので、これにて

議案第１号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について」

の審議を終了いたします。 
それでは、お諮りいたします。 
議案第１号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更につい

て」、原案のとおり承認することについて御異議ございません

か。  
異議なし。  
異議なしと認めます。 
よって議案第１号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更に

ついて」は原案のとおり承認することといたします。 
それでは、続きまして、議事次第２の「平成２９年度審議予

定案件について」報告を受けたいと思います。 
中村都市計画課長、説明が長くなるようでしたら着席して説

明していただいて結構です。  
それでは、平成２９年度に御審議いただく予定の案件につい

て順次御説明させていただきます。着席して御説明させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 
恐れ入りますが、お手元の「報告案件資料」を御覧ください。 
まず、報－１ページをお開き願います。 
初めに、１）東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について

御説明させていただきます。 
まず、趣旨でございます。 
市内全域における買取申出に伴う行為の制限解除、公共施設

の設置に伴う区域の変更及び追加指定に伴う区域の変更につき

まして、毎年１回の定期見直しとして付議するものでございま
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す。 
次に、今後の予定でございますが、本年１０月ごろに都市計

画案の縦覧、１１月から１２月ごろに本審議会へ付議し、御承

認いただければ、本年中に都市計画変更告示を行う予定でござ

います。 
続きまして、２）東部大阪都市計画公園の変更について御説

明させていただきます。 
まず、趣旨でございます。 
御殿山公園ほか６公園につきまして、大阪府都市計画協会が

平成２５年６月に策定した「都市計画公園・緑地見直しの基本

的な考え方」に基づき、計画の必要性や代替性、実現性を評価

した結果、必要性が高い項目の代替機能を確認できましたこと

から、東部大阪都市計画公園を変更するものでございます。 
次に、計画概要でございますが、お示ししております表は、

今回変更する都市計画の概要をまとめたものでございます。 
左端から番号、種別、名称、概要、都市計画の決定権者を記

載しており、次ページ、報－２ページに、各公園の位置をお示

ししております。位置図の白色丸が街区公園、二重丸が近隣公

園を表しております。 
なお、今回変更する内容は、いずれも都市計画公園全区域を

廃止するものですが、現況の都市公園やちびっこ広場などを廃

止するものではございません。 
次に、今後の予定でございますが、本年７月に市民説明会を

開催した後、都市計画原案の閲覧を行い、８月には公聴会の開

催を予定しております。なお、市民説明会につきましては７月

１２日水曜日、それと１５日土曜日に開催し、公聴会につきま

しては８月２０日日曜日の開催を予定しております。 
その後、１０月ごろに都市計画案の縦覧、１１月から１２月

ごろに本審議会へ付議し、御承認いただければ、本年中に都市

計画変更告示を行う予定でございます。 
続きまして、報－３ページを御覧願います。 
３）光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業等について御説

明させていただきます。 
まず、趣旨でございます。 
光善寺駅西地区におきましては、連続立体交差事業に併せて

鉄道駅周辺における地区拠点の形成を目指し、道路や交通広場

などの公共施設整備による交通結節点機能の強化、土地の高度

利用による都市機能の集積、街区再編や建築物の更新による防
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災機能の向上などを総合的に推進することを目的にして、光善

寺駅西地区第一種市街地再開発事業の決定及び関連都市計画の

変更について付議するものでございます。 
次に、計画概要でございますが、お示ししております表は、

今回決定及び変更する都市計画の概要を整理したものでござい

ます。また、表の下には市街地再開発事業の概要を図で表示し

ております。 
市街地再開発事業では、都市計画道路北中振線として交通広

場及び道路を整備し、施設建築物として１街区には非住宅施設

を、２街区には住宅施設を配置する計画となっております。そ

のほか関連都市計画として、高度利用地区や用途地域などを変

更する予定としております。 
また、本市の都市計画手続きと並行して、大阪府においても

都市再開発の方針を変更し、光善寺駅西地区について、特に一

体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区、いわゆる

２号地区に指定する手続きが行われる予定でございます。 
次ページ、報－４ページをお開き願います。 
今後の予定でございますが、本年８月ごろに市民説明会を開

催した後、都市計画原案の閲覧を行い、９月ごろに公聴会の開

催を予定しております。 
その後、都市計画案の縦覧、来年１月ごろには本審議会、２

月ごろに大阪府都市計画審議会へ付議し、御承認いただければ、

今年度中に都市計画決定及び変更告示を行う予定でございま

す。 
続きまして、４）星田北・星田駅北地区土地区画整理事業等

について御説明させていただきます。 
まず、趣旨でございます。 
星田北・星田駅北地区につきましては、交野市域の地権者が

中心となり土地区画整理事業に向けたまちづくりに取り組まれ

ており、枚方市域を一部含めた区域について、計画的な市街地

の形成を図るため、区域区分の変更をはじめ、用途地域の変更

や土地区画整理事業の決定、地区計画の決定などについて付議

するものでございます。 
次に、計画概要でございます。 
お示ししております表につきましては、今年度、都市計画の

決定、または変更を行う都市計画の種類及び都市計画決定権者

を、計画概要として取りまとめたものでございます。 
報－５ページには、区域図をお示ししております。 
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図中、太い黒点線は、市域界をお示ししております。 
当該区域は、交野市域の薄い灰色点線でお示ししている区域、

図、下側のＪＲ片町線から、図、中央付近の第二京阪道路を挟

んだ本市と交野市との市境界までの区域及び枚方市域の一部、

図では①のハッチがかかった区域を含め、交野市が中心となっ

て土地区画整理事業に向けた取り組みを進めているところでご

ざいます。 
本市域である①のハッチがかかった区域については、市街化

区域への編入を大阪府が決定、この編入に併せ、関連する都市

計画として用途地域をはじめ、防火地域及び準防火地域、地区

計画、土地区画整理事業の決定を本市が行うものでございます。 
併せて、交野市域におきましても、薄い灰色点線でお示しし

ている区域について、本市同様、市街化区域への編入をはじめ、

関連する都市計画の決定を行うものでございます。 
なお、交野市におきましては、土地区画整理事業区域内の南

北間における交通軸の強化を図るため、図中、ＪＲ星田駅前か

ら府道枚方交野寝屋川線を接続する都市計画道路星田駅前線の

整備に取り組まれることとしており、枚方市域の図中②の区間

を含め、交野市において都市計画決定をされる予定でございま

す。 
また、この都市計画道路の決定に伴い、本市域の③のハッチ

がかかった区域では、平成２１年度に高田東香里地区地区計画

を定めておりますが、この地区計画の区域が、都市計画道路と

重複するため、地区計画の区域の変更も併せて行うものでござ

います。 
恐れ入りますが、報－４ページにお戻り願います。 
今後の予定でございますが、本年８月から９月ごろに市民説

明会を開催した後、都市計画原案の閲覧を行い、公聴会の開催

を予定しております。 
その後、都市計画案の縦覧、来年１月ごろには本審議会、２

月ごろに大阪府都市計画審議会へ付議し、御承認いただければ、

今年度中に都市計画決定及び変更告示を行う予定でございま

す。 
続きまして、報－６ページをお開き願います。 
最後に、５）東部大阪都市計画汚物処理場等の変更について

御説明させていただきます。 
まず、趣旨でございます。 
枚方市汚物処理場は、１日当たり２６７キロリットルの処理
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吉川会長     

能力を備える施設でございますが、平成２８年度の実績処理量

は１日当たり４８．８キロリットルとなっており、今後も搬入

量は減少していく見込みとなっております。 
このため、より効率的・効果的な汚物処理を行うために、同

工場を希釈放流方式の下水前処理施設へと改造工事を行い、平

成２９年１２月より大阪府の下水道終末処理施設である「なわ

て水みらいセンター」へ希釈放流を行うこととしております。 
これにより、同工場が汚物処理場としての機能を有しなくな

ることから、東部大阪都市計画汚物処理場の変更について付議

するものでございます。 
また、この都市計画の変更に伴い、隣接する伊加賀スポーツ

センター地区地区計画の現況利用に則した変更についても付議

するものでございます。 
次に、変更を行う各都市計画の概要でございますが、廃止す

る東部大阪都市計画枚方市汚物処理場並びに東部大阪都市計画

伊加賀スポーツセンター地区地区計画の概要は表のとおりでご

ざいます。 
区域につきましては、次ページ、報－７ページの位置図及び

区域図に、枚方市汚物処理場の区域を実線で、伊加賀スポーツ

センター地区地区計画の区域を破線でお示ししております。 
斜線でお示ししている区域が、汚物処理場の廃止に伴い、地

区計画の拡大を行う区域でございます。なお、拡大する区域の

現況は、伊加賀スポーツセンターの敷地として利用を現在され

ているところでございます。 
恐れ入ります、報－６ページにお戻り願います。 
今後の予定でございますが、本年９月ごろに市民説明会を開

催した後、都市計画原案の閲覧を行い、１０月ごろには公聴会

の開催を予定しております。 
１１月ごろに都市計画案の縦覧、来年１月ごろに本審議会へ

付議し、御承認いただければ、今年度中に都市計画変更告示を

行う予定でございます。 
以上が、報告案件でございます。よろしくお願いいたします。  
御苦労さまです。ただいま事務局より説明のありました平成

２９年度審議予定案件、今、御紹介いただいたように全部で５

件ございます。どの案件からでも結構でございますので、御質

問、御意見等ございましたらお願いを申し上げたいと思います。 
はい、松岡委員。 
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松岡委員      
吉川会長  
都市計画課中村課長          
吉川会長  
松岡委員    
吉川会長  
都市計画課中村課長        
吉川会長  
松岡委員 

 
まず、３）の光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業等につ

いてというところでお尋ねしたいんですけれども、１街区は非

住宅施設ということで店舗なんかが入る予定のようですけれど

も、各階何店舗ぐらい入る予定とかというのはもう決められて

いるのでしょうか。  
はい、課長。  
お答えさせていただきます。 
非住宅系、１街区のほうでございますけれども、基本的には

ここに入ってこられる方は、今実際に事業、営業されている方、

そちらの方が一定、この非住宅施設のほうに入るということで

お聞きしております。 
その中で、例えばその営業を撤退されるとかいう方がおられ

る場合は、当然そちらの分は空くことになるんですけれども、

基本的には今営業されている方が入られるというふうにお聞き

しているところでございます。  
はい、どうぞ。  
次に、隣の２街区のマンションのところについてお尋ねした

いんですけれども、２階から２３階の住宅施設と書いてあるん

ですけれども、この戸数というのは大体どれくらいなのか。  
はい、課長。  
お答えさせていただきます。 
今現在、予定しているのが１７５戸ということで考えられて

いるところでございます。ただ、これは今現在、準備組合とい

うことで、準備組合の中でこれから事業をするにあたりまして

は、当然保留床ということで処分するとか、そういうのもござ

いますので、一定今のところ現時点では１７５戸ということで

現在検討しているところでございます。  
松岡委員。  
すみません、長くなって。ちょっと意見としてさせていただ
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吉川会長  
都市計画課中村課長    
吉川会長  
松岡委員   

きたいんですけれども、まず、今回１街区のところでは商業施

設が縦に４階に並ぶということなんですけれども、ここの駅前

の様子というのは、御存じのとおり割と駅周辺は高齢化も進ん

でいる中で、やっぱり地域の人たち、病院もたくさん建ってい

るということで、病院へ行った帰りに買い物をして帰っている

という、本当に路面店で買い物をされておられる様子が、私も

見聞きをしたりしてるんですけれども、そこで思うのが、私は

牧野駅から家がすごく近いのでよく利用するんですけれども、

牧野の駅前は今本当に整備された後にマンションが２つほど建

ったんですけれども、なかなか路面店もまだ入っていないとこ

ろもある状況で、以前の活気がなくなってしまっているという

ようなところで、これから、もちろん地権者の意向もあるでし

ょうけれども、ちょっとまちづくりとして光善寺に見合うよう

なところというのも一定やっぱり私は配慮していただきたいな

というところがあります。 
それと、今１７５戸の住宅施設が２街区では考えられている

という話だったんですけれども、ここの地域、南部といえば保

育所も待機児童が毎年のように多いところですし、たちまちこ

ういう住宅を建てれば小さい子供たちも当然増えるやろという

ことも想定されます。蹉跎中も大規模校として今名前があがっ

ているところなので、やっぱり簡単に住宅を建てるだけじゃす

まない整備が後々必要になってくるというのは明らかな地域だ

と思いますので、是非その辺も考慮しながら計画を進めていく

必要性があるんじゃないかということで、意見として述べさせ

ていただきたいと思います。 
続いて、ほかのところへ移っていいんですか。  
今の点について、課長、お答え何かありますか。  
今現在は準備組合ということで、今後、来年度組合とかを立

ち上げた中で、そこら辺はまたその組合さんとかの中で検討さ

れるものというふうに考えております。  
それじゃ、別の問題でも結構です。  
続きまして、４）星田北・星田駅北地区についてなんですけ

れども、まず差し替え資料のところで、③の地区計画の変更と

いう部分が事前にいただいていた資料に追加になっているとこ
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吉川会長  
都市計画課中村課長            
吉川会長  
松岡委員     
吉川会長  
都市計画課中村課長       
吉川会長  
松岡委員   

ろなんですけれども、これは変更内容というのはどういったも

のなのか、教えてください。  
はい、課長。  
今回、地区計画はもともと先ほど御説明させていただきまし

たように平成２１年度に地区計画のほうを打たせていただいて

おります。その中で、基本的に都市計画道路が一部、今の地区

計画区域と重複する部分がございまして、今回、都市計画法の

中では、地区施設は都市計画施設以外のものを定めることにな

っておりますので、地区計画区域の縮小ということを考えてお

りまして、もともと平成２１年度に地区計画を打った区域を都

市計画道路を省いた形で区域の縮小ということを考えておりま

す。建築の制限とか、そういうのについては変更するものでは

ございません。あくまでも地区計画の区域の変更ということで

お示しさせていただいております。  
はい、松岡委員。  
わかりました。ありがとうございます。 
中身について教えていただきたいんですけれども、まずは、

もともとあった星田高田線というのは今現状のままで、ここが

整備されても現状のままということでよろしいんでしょうか。  
はい、課長。  
星田高田線のほうにつきましては、基本的には枚方市域のほ

うは現道として残ります。交野市域のほうにつきましては、ま

だ、今現在、協議中でございまして、今後、準備組合等そちら

のほうが立ち上がっておりますので、そちらのほうで一定、現

道として残すとか、そういう協議のほうは今させていただいて

いるところでございます。  
はい、松岡委員。  
先ほどの審議案件と併せると、恐らく審議案件の部分でも変

更がありましたので、商業施設なんかも十分、この周辺は考え

られていくのかなという懸念があるんですけれども、今考えら
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吉川会長  
松岡委員  
吉川会長  
松岡委員  
吉川会長  
都市計画課中村課長     
吉川会長  
松岡委員   
吉川会長  
都市計画課中村課長      
吉川会長  
松岡委員    

れている道路幅というのはどれぐらいのものを考えられている

のか、何車線で考えられているのか、わかっていれば教えてく

ださい。  
どちらの都市計画道路ですか。  
新しいところです。  
星田駅前からのことですか。  
はい、そうです。  
それじゃ、課長。  
今現在、星田駅前線の幅員、考えられているのは幅員１６メ

ートルでございまして、片側１車線の２車線道路ということと、

それと両側には歩道が整備されるというような状況でございま

す。  
松岡委員。  
星田駅と結ぶということなんですけれども、一定バス路線と

かいう考え方もあるんでしょうか。  
はい、課長。  
この道路は新設で交野市のほうが都市計画決定されるわけで

すけれども、今現在、京阪バスさんとか、そういうのはまだ協

議の段階ではございますが、どういう需要になるとか、そうい

うのがある中で、お答えとかそういうのはお聞きされていない

状況でございます。  
はい、松岡委員。  
すみません。何度もごめんなさいね。星田駅の北地区という、

この図面でいえば車線で区切ってある下のほうが住宅が整備さ

れる予定だというふうに聞いておるんです。ということは、星

田駅に行く方か、もしくはこの道路を通って府道側に来られる



 

 

20 

             
吉川会長  
都市計画課中村課長            
吉川会長  
松岡委員         

方というふうになると思うんですけれども、交通量も増えるか

なということも考えられますし、上のほうが物流倉庫なんかの

予定がされるんじゃないかというような話もお聞きしてるんで

すけれども、そうすると、今でも府道の枚方交野寝屋川線は、

週末なんか特に混雑をしている状況ですよね。 
今朝、私も現地を見に行かせてもらったんですけれども、上

新電機のちょうど横のところになるかなと思うんですけれど

も、三差路になっていて、十字路じゃないので抜けることがで

きないような道の形状やったんですけれども、ちょっと混雑が

ね、トラックなんかももちろん通るだろうし、今以上の混雑が

予想されるんですけれども、府道についての整備というのは一

切考えられていないのでしょうか。  
はい、課長。  
この件なんですけど、まず、星田北地区のほうなんですけど

も、こちらのほうは先ほど委員おっしゃられたように物流を今

考えられているところです。その中で、物流倉庫が来るにあた

っても、この新設する道路は通る計画ではございませんで、第

二京阪道路の側道のほうまで使うような考えをされているとこ

ろでございます。 
それと、あと併せまして、今現在ある府道枚方交野寝屋川線

のほうなんですけれども、こちらのほうにつきましても、交野

市が新設道路をするにあたって、道路管理者である大阪府、並

びに交通管理者の警察、こちらのほうと今現在協議していると

ころというふうにお聞きしています。  
はい、松岡委員。  
すみません。最後、意見なんですけれども、変な話、交野市

のほうから抜けて府道に来られた方で府道を通られるというの

は、枚方市域がもう入ってきてしまうんですよね。御不便を受

けるというところら辺でいうと、枚方市民の皆さんなんかも十

分不便になってしまうこともあるのかなと思うんですけれど

も、是非その辺、枚方市からも意見を述べる機会があれば、渋

滞も懸念されるというようなことも言っていただきたいという

ことを意見として終わらせていただきます。  
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吉川会長  
都市計画課中村課長        
吉川会長  
髙橋委員        
吉川会長  
都市計画課中村課長     
髙橋委員  
吉川会長  
都市計画課中村課長  
髙橋委員  
都市計画課中村課長  
髙橋委員 

はい、課長。  
今、委員おっしゃられたように、私どもも渋滞というのは懸

念しているところです。その中で、やはり府道枚方交野寝屋川

線のほうにつきましては、今現在、１車１車になっております

ので、信号のところは、何とか、交差点改良、例えば右折レー

ンとかそういうのを設けるような形で今検討はされているとこ

ろでございます。先ほどの御意見については、交野市のほうに

お伝えはさせていただきます。  
ほかに御質問、御意見、はい、髙橋委員。  
２）の東部大阪都市計画公園の変更についてでお聞きいたし

ます。全部の公園を私見て回ったわけではございませんので、

わからないところがありますが、御了承願っていただいて、近

くにおります⑦茄子作公園、近隣公園なんですが、廃止面積が

１．８ヘクタールとあります。これは春日神社の敷地内の要す

るに緑地も含めての広さですか。単なる公園だけじゃありませ

んね。  
はい、課長。  
まず、神社と、あと横にちびっこ広場があるんですけれども、

そちらのほうも一応都市計画公園区域でございまして、それも

含めて今回１．８ヘクタールということで、それを廃止させて

いただくようになります。  
春日神社の境内も公園という考え方ですか。  
はい、課長。  
境内のほうは含まれておりません。入っておりません。  
入ってない。  
入ってないです。  
ということは、ちびっこ広場だけですか。 
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吉川会長  
都市計画課中村課長   
髙橋委員  
吉川会長  
都市計画課中村課長  
髙橋委員     
吉川会長  
都市計画課中村課長       
髙橋委員      
吉川会長  
都市計画課中村課長    

 
はい、課長。  
ちびっこ広場と社寺林でございますけれども、そちらのほう

も含めて都市計画公園区域ということです。  
社寺林は緑地ではありませんのん。公園ですか、決め方が。  
はい、課長。  
社寺林につきましても、公園という位置付けでございます。  
ありがとうございます。それと、もう１点ですが、この公園

は枚方市の市の所有地じゃありません。要するに春日神社の所

有地なんです。だから、民間の土地ということなんです。ほか

の①から⑥も皆同じような土地形状ですか。  
はい、課長。  
今の御質問なんですけれども、ほかの例えば①から⑦までで

すけれども、こちらのほうにつきましては、ほとんどが住宅が

建てられているとか、ため池であるとか、そういうような状況

でございまして、枚方市が所有している土地というのはこの中

にはございません。その中で都市計画公園の区域を設定してお

りましたので、今回廃止にさせていただくものでございます。  
それと、昔から市が購入された公園とか、土地造成で開発さ

れてそのうちの何％は公園にしなさいとかいうて、それを市に

寄贈されているような公園もございますね。そういうところの

見直しは、廃止という方向は一個もありませんのか。こういう

形のものばっかりが廃止ですか。  
はい、課長。  
今回廃止させていただく公園なんですけれども、基本的には

今回廃止させていただくものについては、枚方市が所有してい

る土地というのはございませんけれども、その中で、都市計画

を打っているものだけを廃止するということで、おわかりにな
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髙橋委員     
吉川会長  
都市計画課中村課長                  
吉川会長  
髙橋委員  
吉川会長   
猪井委員   
吉川会長 

るんでしょうか。すみません。  
市としてこういう他人様が持っている、地域の都市計画で設

定された公園というのは、新しい事業をやろうと思ってもなか

なかできないから、もう指定公園から廃止しようという考え方

ですか。  
はい、課長。  
すみません。説明不足で申し訳ございません。今回の都市計

画公園の廃止につきましては、大体こういう都市計画を打ちま

したのが、大体昭和４０年とか５０年とか、そういう長期にわ

たるもので、いまだ未着手、未完成、そういうような都市計画

公園をピックアップして抽出した中で検討したところでござい

ます。 
その中で、枚方市としてもやはり昨今の社会経済情勢である

とか、財政とか、そういうのでなかなか整備ができないという

ことと、あとそれぞれ区域の中の方については長期的に権利制

限というのをかけさせていただいておりまして、例えば都市計

画区域内であれば３階建ての木造とかそういう建物しか建てら

れないよというような制限をかけさせていただいておるところ

です。 
その中で、今回この都市計画公園の区域の決定を外すことに

よりまして、それらの建築制限ですね、それを解除、長期にわ

たって建築制限かかっていたものを御迷惑かからんように解除

するというのが趣旨でございます。  
髙橋委員、よろしゅうございますでしょうか。  
結構です。  
ほかにございませんか。 
猪井委員。  
３）の光善寺駅のところでお伺いしたんですけども、交通広

場の下地は、これは市の所有でしょうか。  
はい、課長。 
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都市計画課中村課長  
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岩本委員          
吉川会長 

 
枚方市の所有ではございません。  
そうするとなかなか難しいと思うんですけども、中振公園が

廃止されることもあって、もともと光善寺駅交通広場がなくて、

駅が上に上がるんであればちゃんと交通広場をつくったほうが

当然、駅周りの寄せてくる車の制御帯が必要だと思うんですけ

ども、このあたり公園機能もほかも余りありませんので、そう

いう意味では、せっかくの駅を出たところの空間としては、交

通の理由で選出されている人間が言うのはどうかと思うんです

けれども、交通だけの理由で使うんではなくて、できれば駅の

顔になるように市民が憩える空間として使っていただきたい。

名称として交通広場というのは本当によくわかってはいるんで

すけども、バスが寄せるわけでもないようなところですので、

そういう意味では、できれば機動的にうまく使っていただいて、

このあたりで緑確保ができてない分をできれば緑確保していた

だけるようなことを考えていただければと思います。すみませ

ん。都市計画には直接関係ありませんが、是非御配慮ください

というところです。  
はい、課長。  
検討のほうをさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。  
それじゃ、岩本委員。  
４）の星田北・星田駅北地区土地区画整理事業ということな

んですが、これは幾つかのことが組み合わさってできていると

思うんですけど、この辺高田地区、私、高田地区には住んでな

いんですけど、高田地区の方々とか香里の方々というのが、恐

らくＪＲの星田駅に通勤・通学されている方もおられるのかな

というところなんですが、星田高田線というのは、今回のもろ

もろの整備事業でどういう影響が出るのかというのが想定され

ているのか、交野市側のことも含めて知っていることがあれば

お聞かせください。  
はい、課長。 
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今星田高田線なんですけども、こちらのほうは今現在は幅員

が大体５メートルぐらいの道路でございまして、歩道がないと

ころで車と歩行者の方が歩いて星田駅の方とか、そういう道路

に利用されている状況でございます。 
今回、新たな都市計画道路として星田駅前線、これが整備さ

れることによりまして、主動線としては車のほうは一定新たな

都市計画道路のほうに流れていくんではないだろうかというふ

うに思っております。 
併せて、星田高田線、今の市道の部分ですけれども、こちら

のほうについては歩行者の方が星田駅につながるような道路形

態にしていただきたいということで、今現在、交野市に対して

働きかけ、そちらのほうをさせていただいている状況でござい

ます。  
岩本委員。  
ありがとうございます。交野市のほうが、もしかしたらなく

なるかもしれないという感じですか。  
島田部長。  
そうですね、今課長が申し上げましたように今は交野市さん

のほうと協議をさせていただいているということでございま

す。基本的に交野市域の道路については交野市議会のほうでお

決めになることでございますので、今後、交野市のほうと現道

の機能が一定確保されるようにできないかというようなこと

で、今協議をさせていただいているという、そういう状況でご

ざいます。  
おっしゃるとおりで、交野市の道路のことは交野市議会で決

めることなのでここで話すことでもないんですが、この辺の地

域というのは本当、枚方市と寝屋川市と交野市が結構ぐっと境

目のところでもあるんで、通勤・通学で枚方市の方が結構使う

ことが多いですので、なかなか難しいと思うんですけど、通勤・

通学で使われている方がどういう、これの影響で、なるべくだ

から交野市のことであるかもしれんけども、枚方市として通

勤・通学に使われる方ができるだけ影響がないようにというか、
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これまで以上に便利になって、道路が通ると車はそっちのほう

へ流れるので便利になるんですけども、ここを自転車で使って

いる方が本当にこうなって良かったなと言われるようになるよ

うにいろいろ意見も聞いていただきながら、枚方市としてでき

ることを、声を出すなり、意見を言うてもらうなり、できるこ

とがあればしっかりやってもらえたらなというのを意見として

申し上げておきます。  
はい、課長。  
今後も引き続きまして、枚方市として交野市に対して働きか

けはしていきたいと思っております。  
ほかにございませんでしょうか。 
それじゃ、大地委員。  
今の質問に関連してなんですけど、４）の都市計画道路星田

駅前線の件でお聞きしたいんですけど、先ほどの御説明で交野

市域の地権者の方が中心となって土地区画整理事業に向けたま

ちづくりを始めて、その中で運送関係の運輸関係の業者が第二

京阪のほうに入ってくるという、これも交野市さんのお話だと

は思うんですけど、星田駅から計画道路として考えるというこ

と、これは交野市さんの先ほど道路ということでおっしゃられ

ましたんですけど、枚方市域に②の範囲で入ってくる道路があ

りますよね。この道路に関しては、工事は枚方がするんでしょ

うか。交野市がするんでしょうか。  
はい、課長。  
今回、この路線すべてが交野市の都市計画道路として決定さ

れるものでございまして、今回、枚方市域も含めて交野市のほ

うで道路の整備をしていただくという形になっております。  
大地委員。  
ということであれば、この図で見ると、かなり長い、それも

先ほどお聞きしましたが１６メートルの道路というふうに、か

なり整備された道路を考えていらっしゃるということなんです
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吉川会長  
都市計画課中村課長   
吉川会長  
大地委員      
吉川会長  
都市計画課中村課長         
吉川会長  
山條委員   
都市計画課中村課長 

けど、かなりの費用とエネルギーが必要になるかなと思うんで

すけど、交野市域で止まるようなことのないように、枚方市の

ほうもきちっとやってもらうような形で、枚方市の立場で言わ

せていただいたら枚方市優先で先やってもらいたいぐらいの話

ではないかなと思うんですけど、その辺のところをしっかりと

交野市さんと協議の中で、止まることのないようにというとこ

ろでお願いしたいんですけれども、よろしくお願いします。  
はい、課長。  
交野市のほうでまちづくりするのと併せて都市計画道路整備

されるようしていきたいと思っております。  
大地委員。  
もう１点なんですけど、①で灰色で囲まれているところがあ

りますが、今現在パチンコ屋さんが確かあった場所ではないか

なというふうに思うんですけど、この地域はこういう形でマー

クされてますけど、今後どのような利用になるのか、教えてい

ただけますでしょうか。  
はい、課長。  
今回、①の区域をすべて区画整理ということでさせていただ

く予定でございます。そして、今委員おっしゃられたパチンコ

屋さんの区域というのが、ちょうど道路を隔てて東側のほうに

なると思うんですけども、こちらのほうは既存でパチンコ屋さ

んが建てられてますので、それはやはり既存の施設ということ

で一定パチンコ屋さんが御利用されるということと、あとそう

いう公共施設とか、そういう整備の改善を今回この区画整理で

していこうというふうなことを考えております。  
山條委員、ございますか。  
光善寺なんですが、報告の３）です。都市計画道路北中振線、

これは既存の既都市計画決定ですね。幅員は。  
幅員は１７メートルです。 
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山條委員     
都市計画課中村課長  
山條委員     
吉川会長  
都市整備部島田部長            
山條委員           

 
１７メートル、国道１号にアクセスはいいんですけれど、今

現状の鉄道が上がるとしても、それの続くところの、これで言

いますと、中振新香里線というのがあるんですけど、それと幅

員は全然違うんですよね、これ。  
はい、幅員は違います。  
これが１７メートルということは、今現状、北側に細い道路

がありますけど、何メートル民地がとるのか、市街化、市街地、

民地側へ拡幅されるんですか。あれ５メートルぐらいありまし

たか。  
はい、部長。  
今おおよその数字なんですけれども、現状が６メートルか７

メートル程度だと思うんです。実際１０メートルぐらいは拡幅

という形になってくるかと思います。 
それと、先ほどおっしゃっていた中振新香里線、これが都市

計画道路で８メートルの幅員でもう既にできているんですけれ

ども、まず、そこへ行くまでに北中振線自体が国道１号と、そ

れから、府道の八尾枚方線、都市計画道路というところの枚方

八尾線ですね。この枚方八尾線の都市計画道路は、この連立事

業に併せまして約倍の１６メートル程度に拡幅されますので、

府道と国道を結ぶ駅前の道路と、そういう位置付けになってご

ざいます。  
そうすると、要するに側道が立体交差の東側に位置する、そ

れが１６メートルということで、それでこれが１７メートル、

はい、わかりました。 
あと、ちょっと僣越ですけど、鉄道の高架事業そのものがも

う何十年も先やと、何十年とは言いませんけど、大分かかると

思うんです、高架までに。それに合うようないわゆる再開発事

業ということなんでしょうけども、それほど息の長い、先ほど

準備組合というのも出てきましたが、息の長い事業ができるよ

うな大地主というのか、リーダーというのか、そういうような

方、ちょっと僣越ですけど、当然こういうものには大きい事務

所とかそういうのが多分いると思うんですけど、これ大分権利
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吉川会長  
都市整備部島田部長             
山條委員     
吉川会長   
髙橋委員       
吉川会長  
都市計画課中村課長    

者細分化されているんじゃないですか。  
部長。  
そうですね。おっしゃるとおり、いろんな細分化された感じ

ではございます。また、逆に、市のほうがもともとの蹉跎保育

所の跡地を所有しておりまして、今現在そこが連立事業をやっ

ておりますところの事務所になっております。ですから、ある

意味、市のほうも結構大きな地主ではあろうかなと思いますけ

れども、いずれにしましても、そういう方々で、地元の方々で

準備組合をつくられて、当然ながら準備組合だけではなかなか

前に進まない部分もございますので、今年度、事業協力者とい

う形で、いわゆるデベロッパーですとかゼネコンですとか、そ

ういう方々に協力をいただける会社を準備組合さんのほうで選

んで、いろんな計画の検討と併せてこれからそういうことをさ

れるという段階でございます。  
そういう話も具体化されているんでしょうけど、息の長い事

業なんで、是非、成し遂げてもらうためには、そういうシステ

ムも必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。  
ほかにございませんか。 
それじゃ、髙橋委員。  
先ほど大地委員が質問されました星田北駅の地区の事業計画

なんですけど、星田駅前線、道路が新しく新設ででき上がると

いうことなんですが、枚方管内の新設道路も交野市が全部やる

というてお聞きしました。新設ででき上がるまではいいんです

けど、後の維持管理はやっぱり枚方市がやらなあかんもんなん

ですか。  
はい、課長。  
維持管理については、現在協議中でございますが、基本的に

はこの道路は交野市さんがまちづくりをやられる中の南北の強

化として考えられておりますことから、交野市さんのほうで管

理という方向で今協議のほうはさせていただいているところで
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髙橋委員  
都市計画課中村課長  
吉川会長   
前田委員      
吉川会長  
都市整備部島田部長          
吉川会長  
前田委員       
吉川会長  

ございます。  
まだはっきり決まってはおりませんね。  
はい。  
ほかにございませんか。 
それじゃ、前田委員。  
今の髙橋委員にちょっと関連するんですけれども、事業費は

交野市が頑張って出すよと言っていただいているんですけど、

用地取得であるとか、事務方のほうですね、職員の負担という

のは枚方市は一切出さないということでよろしいんでしょう

か。  
部長。  
そうですね。先ほど課長も御説明させていただきましたよう

に、基本的には交野の５０ヘクタール近い土地区画整理事業の

中で必要な道路ということでございますので、基本的には交野

市さんのほうで整備をしていただいて、維持管理についても交

野市さんのほうでお願いできたらというふうに考えているとこ

ろです。 
枚方市のほうは、その中で特に道路に対して直接に何か整備

に対して人を出していくとか、そういうことは考えておりませ

ん。  
前田委員。  
職員の規模というのが全く交野と枚方では違うと思うんです

ね。将来、長い目で見たときに、早期に事業をやっていこうと

思って、交野市の職員体制ではしんどいよということが１０

０％ないということにはならないのかなとは思うんですけれど

も、交野市さんでやってくださいよということになるというこ

とで、よろしいんですね。  
はい、部長。  
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都市整備部島田部長       
吉川会長     
都市計画課中村課長  
吉川会長   
都市整備部島田部長                 
吉川会長    

この区画整理事業につきましても、組合をつくられて、その

組合施工で区画整理を行っていただきます。その組合には業務

代行者といいますか、事業協力者といいますか、そういう大手

のゼネコンさんもついた中で事業を進めていかれますので、御

懸念のところは大丈夫かなというふうに私どもは考えておりま

す。  
よろしゅうございますか。 
ほかにございませんか。 
それでは、御質問も出尽くしたようでございますので、ほか

に事務局から何かございますか。  
ございません。  
それでは、最後に、市を代表しまして、島田都市整備部長よ

り閉会の御挨拶を頂戴します。  
閉会にあたりまして、事務局を代表いたしまして、一言御挨

拶を申し上げます。 
委員の皆様方には大変お忙しい中、また、足元のお悪い中、

本審議会に御出席くださいまして、誠にありがとうございまし

た。本日お諮りいたしました茄子作南地区におけます生産緑地

地区の変更につきまして御承認をいただき、誠にありがとうご

ざいました。重ねてお礼を申し上げます。 
また、今年度の審議予定案件につきましては、都市計画公園

の変更や第一種市街地再開発事業などを御審議いただく多くの

案件がございます。次回以降、本審議会にお諮りさせていただ

く予定でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、これから本格的な夏となりま

して、暑さが厳しくなってまいります。どうぞお身体のほうを

御自愛くださいますようお願い申し上げまして、甚だ簡単では

ございますが、お礼の言葉とさせていただきます。本日は誠に

ありがとうございました。  
ありがとうございました。 
本日の議事はすべて終了いたしましたので、これをもちまし

て、平成２９年度第１回枚方市都市計画審議会は閉会といたし

ます。 
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 本日はどうもありがとうございました。 
 

平成 29年度第１回枚方市都市計画審議会議長 

 


