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〈議案第１～６号関連〉 

枚方市駅周辺地区の都市計画案の概要

＜用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域＞ 

変  更  前 変  更  後 

面積 用  途  地  域 

（建蔽率／容積率） 

高度 
地区 

防火地域・ 
準防火地域 

用 途 地 域 

（建蔽率／容積率） 
高度 
地区 

防火地域・ 
準防火地域 

① 
第二種住居地域 

（ 6 0 ／ ２ 0 0 ） 
第三種 準防火地域 

商業地域 

（ 8 0 ／ 4 0 0 ） 
無指定 防火地域 約 0.7ha 

② 
近隣商業地域 

（ 8 0 ／ ３ 0 0 ） 
無指定 準防火地域 

商業地域 

（ 8 0 ／ 4 0 0 ） 
無指定 防火地域 約 3.3ha 

① ②
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＜第一種市街地再開発事業＞ 

名 称 面 積 

枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業 約 ２．９ｈａ 

＜道路＞ 

名称 
変  更  前 変  更  後 

延長 駅前交通広場 延長 駅前交通広場 

３・５・２１０－２４号 枚方市駅前線 約１００ｍ 約１０，５００㎡ 約９０ｍ 約１２，４００㎡ 
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＜地区計画 ＞ 

地区施設の配置及び規模 

道 路 区画道路 （幅員１０ｍ、延長１７０ｍ） 

その他の公共空地 

通路１号    （幅員約５ｍ、延長約１３０ｍ） 

通路２号    （幅員約５ｍ、延長約１４０ｍ） 

歩行者専用通路 （幅員約４ｍ、延長約２６０ｍ） 

広場   （面積約３００㎡） 

地区の区分 Ⅰ地区 Ⅱ地区 Ⅲ地区 

面 積 約 ２．７ｈａ 約 １．１ｈａ 約 ０．１ｈａ 

建築物等の用途の 

制限 
パチンコ屋、畜舎、工場、キャバレーなど 

パチンコ屋、畜舎、 

工場など 

建築物の容積率の 

最高限度 
６００％ ４００％ ４５０％ 

建築物の容積率の 

最低限度 
２００％ １００％ 

建築物の建蔽率の 

最高限度 
８０％ 

建築物の建築面積の 

最低限度 
２５０㎡ 

建築物の緑化率の 

最低限度 
１０％ 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及びその他の公共空地に面する垣又はさくは、生垣等の周辺環境に調和し

たものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。 

No Scale 
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枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業等に関する説明会等の経過

○ 説明会

日   時：①平成 31 年３月３日  （日）19 時から 20 時 30 分まで

：②平成 31 年３月４日  （月）19 時から 20 時 20 分まで

場   所：枚方市立メセナひらかた会館  ６階  大会議室

来場者数：① 77 名

② 93 名

○ 公聴会

・枚方市都市計画公聴会（平成 31 年度 第１回）

日 時：平成 31 年４月６日（土） 10 時から 11 時 30 分まで

場 所：枚方市立メセナひらかた会館  ６階  大会議室

案の閲覧及び公述申出受付期間：

平成 31 年３月４日 (月 )から３月 18 日 (月 )まで

公述人：６名  

傍聴人： 10 名  

・大阪府都市計画公聴会

日 時：平成 31 年４月８日（月） 14 時から

公述人：３名

○ 案の縦覧

・枚方市

期 間：令和元年５月 23 日 (木 )から６月６日 (木 )まで

場 所：枚方市役所分館 ３階 都市計画課

意見書の提出： 71 通

・大阪府

意見書の提出：２通
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都市計画法第１６条に基づく資料 
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平成 31年度 第１回 枚方市都市計画公聴会の 

公述人の意見に対する枚方市の考え方 
 

東部大阪都市計画用途地域の変更、東部大阪都市計画高度地区の変更、東部大阪都市計画防

火地域及び準防火地域の変更、東部大阪都市計画道路の変更、東部大阪都市計画第一種市街地

再開発事業の決定に関する公聴会において公述人から述べられた意見に対しての枚方市の考え方は、

次のとおりです。 

 都市計画案に係る意見の概要 意見に対する枚方市の考え方 

１ 公聴会手続き 

（公述人Ａ） 

●説明会以後、公述期間までに 14日しかあり

ません。説明会以後、何日以内にしなければな

らないという条例があるのでしたら、それをお

示ししていただきたい。地域住民が、話し合う

時間の猶予をもたすべきで、そのことについて

は、考える会の方も、公聴会の延期を質問し申

し入れをしているところです。 

 

（公述人Ｆ） 

●市民説明会、公述申出、公聴会の手続きの問

題であります。今回の手続きは、公述申出は、

説明会３月３日から 14日間、公聴会は、公述

申出から 20日間です。時間が足りません。こ

れでは。市民が調査研究するには、最低３か月

が必要です。 

 

 

 

公述申出書の提出期間や都市計画の案の閲

覧など必要な期間で実施しており、都市計画法

第 16条の規定に基づき適切に手続きを進めて

います。 

２ 都市計画手続き 

（公述人Ｆ） 

●③街区だけで枚方市は 75億円の血税を投入

する計画をしているわけですが、その内容を公

表し、市民の合意を図っていくべきでありま

す。 

 

●市駅周辺整備は市駅を利用する市民のもの

です。都市計画決定を延期し市駅を利用する広

い市民や周辺の商店街、飲食店の皆さんの意見

を聞く場と広く市民向けの説明会の場を改め

て開催すべきであります。住民合意が形成され

てから都市計画決定を行うよう強く求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本地区では、枚方市駅周辺地区再開発準備組

合が設立されるなど、まちづくりに向けた機運

が高まってきています。 

本市としましては、同組合に対して必要に応

じて助言や指導等に努めるとともに、今後、事

業内容の具体化が図られた段階で説明会を開

催する予定としています。 

都市計画決定及び変更の手続きにつきまし

ては、都市計画法第 17条の規定に基づく都市

計画の案の縦覧の際に、皆さまのご意見をお伺

いするなど、適切に進めてまいります。 
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３ 市駅周辺の交通環境 

（公述人Ａ） 

●枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業

の変更を求めます。この事業計画にある区画道

路が天津橋から２車線の道路が府道京都守口

線まで建設されると歴史街道に車が多く入る

可能性がある。 

その歴史街道に市駅前方面から、また区画道

路の方面から両方から車が入ると大幅に交通

量が増え交通渋滞が起こり騒音、振動、排気ガ

スが増え、地域住民の安全な生活環境が脅かさ

れる。 

歴史街道を楽しむ人がだんだん増えてきて

います。安全で安心して街道を楽しむことがで

きるのか、市の財産である街道を、どのように

守っていかれるのか。 

 

●枚方市駅前交通広場を設ける事業の変更を

求めます。枚方市駅前交通広場を広げるだけで

は、現在の枚方市駅前の交通渋滞は解消しない

と思います。枚方市駅前から府道京都守口線ま

で道路の拡張をし、枚方市駅改札口から直接陸

橋で歩行者を病院や大学に直接通行できるよ

うにすれば車と歩行者が分離でき車の渋滞緩

和にもなると思います。車と歩行者が分離でき

るような事業計画を求めます。 

 

（公述人Ｂ） 

●市街地再開発事業の目的である市の玄関口

としての賑わいの創出と交通環境の改善との

間には矛盾が存在する。つまり、まちなか交流

拠点を整備する、にぎわいを創出する、そのこ

とによって、人・車の通行量が多くなるはずで

すけども、それに対する対応が、今回の計画の

中では十分、というかほぼほとんど全く、検討

されていない。したがって、問題が広域的に波

及・拡散して、目的である交通環境の改善と矛

盾するのではないかということであります。 

 

●まちなか交流拠点としてⅠ地区Ⅱ地区を再

開発する。そのことによって、周辺の道路を利

用する車両台数が、おそらく、大幅に増加する

であろう。少なくとも現状より減るということ

は考えられない。Ⅰ地区Ⅱ地区へのアクセス環

境の整備は、非常に不十分であって、結果的に

は、現状でも深刻な問題が発生しているところ

の問題より深刻化させる。しかも、その問題発

生が、現状よりもさらに広域的に波及して、深

刻化していく。そういうことになるだろうと考

えられる。特に、その幅員が狭い京街道を通行

 

 

本市では、平成 25年 3月に策定した「枚方

市駅周辺再整備ビジョン」の実現に向けた取り

組みを進めており、枚方市駅周辺の賑わい創出

や、歩行者の回遊性の向上による魅力的なまち

づくりを目指しています。そのためには、定

住・交流人口を確保することが重要であり、あ

わせて、交流人口の増加に伴う交通環境への対

応が必要であると認識しています。 

このことから、枚方市駅前交通広場には、歩

行者の安全確保やバス乗降所の適正な配置な

ど、駅前交通広場に必要な機能を考慮した区域

への変更を計画しています。 

 

次に、歩行者デッキの整備は、地下埋設物や

道路沿道の既存建築物などの状況から、現道の

幅員内で整備することは非常に難しいと考え

ています。このため、枚方市駅前線の西側歩道

の拡幅や京都守口線横断歩道橋にエスカレー

タ機能を整備することにより、枚方市駅前線の

西側歩道へ歩行者の誘導を図るとともに、バス

路線の再編によって枚方市駅前線のバス通行

量を軽減するなど、交通環境の改善に向けた検

討を進めています。 

 

次に、枚方市駅前を通過する車両の流入を抑

制するため、外周道路の整備は必要と考えてい

ます。加えて、地域の生活環境や歴史街道の保

全を図るために、外周道路と歴史街道の交差点

部において、歴史街道への通過交通を抑制する

対策とあわせて、歴史街道を訪れる方や地域の

憩いの場となる「空間」を外周道路の沿道に確

保することなどを検討してまいります。 

また、外周道路の整備では、道路の構造基準

に基づき適正な排水施設の整備を検討すると

ともに、堤体の整備手法について河川管理者

（大阪府）と協議しながら、堤防機能を損なう

ことのないよう進めてまいります。 

 

最後に、枚方市駅周辺地区地区計画におい

て、枚方市駅前と天野川を移動する歩行者専用

通路を配置することにより、回遊性の高い歩行

者ネットワークの形成を図ります。そして、適

正な幅員の空地を通路として配置することに

より、地区内外の通行機能を確保するととも

に、災害時の避難経路や消防活動スペースとし

て地区内及び周辺地域の防災性の向上を図り

ます。 

以上、枚方市駅周辺の交通環境への対応につ
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する車両が、増加すれば、交通渋滞であるとか、

事故の発生であるとか、騒音・振動・排ガスな

ど生活環境にも大きな影響を及ぼす。 

 

●Ⅱ地区に関しては、車両動線、駅前交通広場

等Ⅱ地区への車両動線の確保・拡充が必要であ

って、駅前交通広場をこの案よりもさらに拡張

していく。それから、拡張した駅前交通広場か

ら、Ⅱ地区に入れる進入道路を設置する。つま

り、京街道を通らなくてⅡ地区に入れるように

する。そのためには、市駅前線、今の 2車線で

は無理がある。だからここは４車線に拡幅すべ

きであると考える。たとえこの４車線化が困難

であれば、Ⅱ地区の再開発事業を見直していた

だいて、駅前広場を大幅に拡張する。残りの部

分は、公園、緑地空間にしていただければいい

というふうに考えています。Ⅰ地区に関しまし

ても藤阪枚方線を４車線化すべきである。 

 

●外周道路ですけども、天津橋から下に降りる

分だけで整備をすればよい。京阪の高架下を越

えて、府道まで接続させる必要はない。イズミ

ヤの所を回って、天野川の北側の道路を各利用

しながら、外周の交通経路は確保されるので、

今回の計画にある、外周道路を、あえてつくる

必要はない。 

 

（公述人Ｃ） 

●天津橋からかささぎ橋までについて、最初に

車を通すと聞いたときに、大変驚きました。 

この道路を造ることは、絶対に駄目です、反対

します。メインの街道筋に、今以上に車を通す

ことは絶対駄目です。 

 

（公述人Ｄ） 

●枚方市駅周辺第一種市街地再開発事業の変

更、廃止を求めます。天津橋からかささぎ橋ま

での外周道路を２車線にするにしても、京阪の

府営住宅の方から来る道にしても、それを付け

よう思ったら京阪の高架の下を、１ｍ堤防を下

げないといけません。 

それと、１ｍ下げたら、今度は、天津橋から

降りる道を天津橋のとこから堤防を削ってス

ロープがつかない。そんな、堤防をぐちゃぐち

ゃにして、いける問題なのか。 

 

（公述人Ｅ） 

●天津橋からかささぎ橋までの外周道路につ

いて、約１年前に、枚方市道路河川整備課より、

５ｍの道路を造りたいという説明がありまし

きましては、事業内容の具体化が図られた段階

で説明会を開催するなど、引き続き地域の皆様

のご意見をお伺いしながら、交通管理者や道路

管理者などの関係者と協議、検討に取り組んで

まいります。 
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た。それが、３月２日、３日の説明会において、

突然都市計画課から、それまでは全然聞いてい

ない、車道２車線の 10ｍの道路を造るとのお話

が出てきました。 

めちゃくちゃな話だと思います。また、もう

一つの問題として、外周道路の築造と、３街区

の開発による排水の処理に関して、どのように

計画されますか。現在、天ノ川の堤防からの水

が、全部うちの敷地の水路に入って来ている状

態です。堤防を 70ｃｍ、80ｃｍも下げて排水路

を造ることが出来ますか。３年、４年ほど前に

発生した豪雨の際には、関西医科大学前の道路

が冠水しましたが、今後、ゲリラ豪雨が発生し

た際に、雨水排水の処理は大丈夫ですか。 

 

（公述人Ｆ） 

●枚方市は、都市計画決定の中で天野川の左岸

をⅠ地区で 10ｍの区画道路を造ろうとしてい

る。３月 26日説明会資料には、通路１を通っ

て天野川沿いに京都守口線へ抜けられるよう

になっています。このようなことのために、天

野川左岸の堤防沿いを掘削し、道路を造ろうと

しているが、天の川の防災上の観点から問題で

あり、京街道保存の観点からも天の川外周道路

は、廃止を含めて再検討すべきです。 

 

●③街区周辺道路計画だけでなく、①街区から

⑤街区周辺の現況交通量、将来交通量を公表

し、市民や商店街などの合意を図るべきであり

ます。 
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４ 基本計画と③街区の位置付け 

（公述人Ａ） 

●枚方市駅周辺再整備基本計画素案というも

のがありますけれども、前もって、全体の説明

をしていただいてから、今回の③街区の説明を

していただくというのが、筋だと思います。 

 

（公述人Ｂ） 

●再開発事業等の決定が、枚方市駅周辺整備計

画の策定に先立って行う。つまり、この基本計

画の素案では、②，④，⑤街区に関しては基本

計画策定後の 2020年に都市計画を決定すると

いうことになっている。この③街区は 2019年

度、基本計画の策定に先立って、決定をすると

いうことになっている。なぜ③街区を先行整備

するのか、基本計画の策定を待ってから行うべ

きではないか。 

 

（公述人Ｆ） 

●都市計画は一体的かつ総合的に市街地の再

開発を進めなければならないと思っています。

③街区は市駅周辺、新庁舎計画①②④⑤街区の

開発と密接に関係しています。①街区から⑤街

区まで全体計画を明らかにし、市民合意が整う

まで③街区の都市計画決定変更は延期すべき

です。 

 

 

 
枚方市駅周辺再整備については、平成 25年

3 月に策定した「枚方市駅周辺再整備ビジョ
ン」の実現に向けて取組みを進めており、昨年
12月に「枚方市駅周辺再整備基本計画(素案)」
をお示ししたところです。 
③街区については、ビジョンに基づく「まち

なか交流拠点」「広域駅前拠点」の早期実現に
向け、本市の呼びかけにより他の街区に先駆け
て、平成 27年度に地権者との検討を開始しま
した。今般、その内容が進んでいることや、公
共性・まちの魅力向上に資することから、本市
としては、民間主体によるまちづくりを支援し
ていく考えです。また、基本計画の策定につい
ては、③街区との整合を図りながら検討を進
め、市民説明会やパブリックコメントの実施を
予定しています。 
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平成 31年度 第１回 枚方市都市計画公聴会 記録 

 

（１）公聴会の日時及び場所 

○開催日時：平成 31年４月６日（土） 午前 10時から午前 11時 30分まで 

  ○開催場所：枚方市新町二丁目１番５号 

メセナひらかた会館 ６階 大会議室 

 

 

（２）都市計画案の概要 

○東部大阪都市計画用途地域の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目及び岡東町地内 第二種住居地域から商業地域へ変更 

近隣商業地域から商業地域へ変更 

 

○東部大阪都市計画高度地区の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目地内 第三種高度地区から指定なしへ変更 

 

○東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目及び岡東町地内 指定なしから防火地域へ変更 

準防火地域から防火地域へ変更 

 

○東部大阪都市計画道路の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目及び岡本町地内 ３・５・210－24号 枚方市駅前線の駅前交

通広場の区域変更及び起終点の変更 

 

○東部大阪都市計画第一種市街地再開発事業の決定（枚方市決定） 

決定区域 決定内容 

新町一丁目、岡本町及び岡東町地内 区域の決定 

 

 

（３）公述人 

  ６名 
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【公述人Ａ】 

おはようございます。新町の○○と申します。 

主旨説明の前にですね、若干、説明会のことについてお話をさせていただきたいと思います。説明

会を３月の３日、４日に行われたわけですけども、その説明会をした時に全てデータなり図面なりを

ですね、示してから説明会をやっていただきたいと思います。 

あとでですね、新しいデータを出してですね、新しい事実がわかったわけで、その時点で公聴会に

ついてもですね、発言することはできません。 

どういうことかといいますと、１回目の３日、４日に、このような資料に基づいて説明されました。

３月２６日にですね、再度同じような標題でですね、説明されました。 

このような交通イメージというものを示されました。同じ説明をするんでしたら、これをですね、

第１回目の３日、４日に示して説明されるべきだと思います。 

この交通イメージによってですね、どういうことがわかったかといいますとですね、今まではです

ね、この中にですね、駐車場という所はなかったわけですけども、この交通イメージの中にはですね、

駐車場なんかも描かれております。 

駐車場がかかれるということは、これに対してどっかに車が出なければならないわけですが、その

出入口がですね、消防署の前のあの細い狭い道ですね、１本しかない。そういうことも 26日の説明会

で初めてわかったことです。 

当初はですね、この駅前広場を通ってですね、北口の駅前広場から北口通って府道に出ると、いう

ようなことを多くの住民の方も思っておられたわけと思いますけれども、実際はそうではなくて、細

い１本の道しかありません。 

これは、防災の関係上からもいろいろ問題あると思いますけど、そういうような資料は、公聴会の

申込み後に示されております。本当にこれは、不誠実な説明会であると言わなければなりません。何

もですね、我々は全ての開発について、反対ではありませんが、当然知るべきことは知らせていただ

かなければならないと思います。 

こういう不誠実なやり方はですね、やめていただきたいと思います。ほんで、説明会以後ですね、

先ほどちょっとあったかもしれませんけど、公述期間までに 14日しかありません。 

こういう期間、市の条例でですね、説明会以後、何日以内にしなければならないという条例がある

のでしたらそれをお示ししていただきたいと思いますけど、ないのであれば、どしどし地域住民がで

すねこの問題についてですね、話し合う時間の猶予をもたすべきだと、そのことについてはですね、

考える会の方もですね、公聴会のですね、延期を質問し申し入れをしているところですね、これが１

点です。 

それからですね、この説明会をされる前にですね、枚方市が出されています、枚方市駅周辺再整備

基本計画素案というものがありますけれども、これに基づいてですね、これは全体の計画のものです

けれども、これに基づいてですね、市の中心部にどのような施設ができるのか。施設や車の流れがど

のように中心部から北口に入ることができるのか。また、北口から中心部にですね、車がどのように

流れるのか。 

そういう全体の車の流れの説明がありません。ただ、北口の広場を広げるだけでですね、今の駅前

の渋滞の緩和が、どうなるのかですね、全体の説明の中になければですね、今の広場を広げるだけで

いただける時にはですね、全体の説明をしていただいて、部分を説明していただく、これが普通の問

題ではないかなと、そういうことをちょっと指摘させていただきたいと思います。 
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それでですね、枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業の変更を求めます。理由、この事業計画

にある区画道路が天津橋から２車線の道路が府道京都守口線まで建設されると歴史街道に車が多く入

る可能性があります。もともと、歴史街道は道幅が狭く電信柱も立っているので車の離合が大変しづ

らい道路になっています。 

その歴史街道に市駅方面から、また区画道路の方面から両方から車が入ると大幅に交通量が増え交

通渋滞が起こり騒音、振動、排気ガスが増え、地域住民の安全な生活環境が脅かされることになりま

す。このようなことがないように計画の変更を求めます、と書かせていただきました。 

今でもですね、歴史街道から道路の出るところまで１番渋滞すると、毎朝、あこから出る時にです

ね、通勤の方もおられますし、大学や病院へ行かれる方もおられます。歩道を大変たくさんの方が前

を横切られる中を、街道からですね、府道を通ってでる。これは、本当に毎朝、緊張しながら出なけ

ればなりません。 

具体的なことについてはですね、先日の説明会の時に、市の方もそのことについては、充分承知し

ておられるということでしたので、今回、この場で具体的に述べません。 

それとですね、府営住宅の跡地の施設からですね、区画道路方面から歴史街道を通らないと府道に

は出れません。 

今後、ますますですね、渋滞が予想されますが、根本的な解決を示していただきたいと思います。

それまではですね、開発を延期していただきたいと思います。 

また、この計画が実施されるとですね、歴史街道に多くの車が入ってくることにより、交通事故、

交通渋滞、車の騒音、振動、排気ガスなどが増え地域住民の健康や生活環境が脅かされることになり

ます。これに対してですね、どのような対策をとられるのかですね、対策をきっちり示してほしいと

思います。 

それと今はですね、高齢者の方が、杖をついたり、車椅子を押しながらですね、病院や買い物に行

ける状態ですが、今後、車が多く入ってきますと、こういうことができなくなります。 

枚方市の計画素案の中にですね、18ページにですね、こんなことがかかれていますので、ちょっと、

読んでみたいと思います。「ひらかた、人が主役のゆとりと賑わいのまち」サブタイトル、全ての世

代が様々なライフスタイルを実現し、交流できるまち。 

その中にですね、高齢者をはじめ誰もがいつまでも健康で元気で暮らせるよう、安全で快適な歩行

空間を整備することで、歩くことが楽しく健康増進にも繋がるまちをめざしてます。と書かれていま

す。 

今は、これに近い環境にあるのではないかと思いますけれども、両サイドからですね、区画道路か

ら、また、団地の方からもですね、車が入って来ますと、このような環境でもありますので、高齢者

の方がいつまでも歩いて買い物や病院に行けるような環境をつくっていただくためのですね、対策は

どう考えているのかもですね、そのことについても、お聞きしたいと思います。 

次ですが、歴史街道を楽しむ人がだんだん増えてきています。このような方をですね、どのように

してですね、安全で安心して街道を楽しむことができるのかですね、このようなことについての対策

があれば、ぜひとも聞かせていただきたいと思います。 

それと、昨年 11月３日、４日にですね、まちかどアートが歴史街道で行われました。街道に面した

約 10軒の家の玄関や軒先を借りて芸術家の方々の作品を展示するという街道と芸術作品の両方を楽し

むことができる大変魅力的でよい取り組みだったと思います。 

連休期間中でありましたが、市内外から多くの方が見に来られました。枚方のですね、歴史街道を
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市内外にアピールするいい機会だったと思います。今後このようなですね、事業をですね、継続でき

るのでしょうか。多くの車が入って来て街道を作品を見るような環境になるのでしょうか。 

こういう取り組みはもう少し考えていただきたいと思います。枚方のですね、歴史街道を守る文化

的行事を守る集落ですから、市の財産である街道をですね、どのように守っていかれるのか。そうい

う具体的な考えをお聞きしたいと思います。 

枚方市駅前交通広場を設ける事業の変更を求めます。理由です。枚方市駅前広場を広げるだけでは、

現在の枚方市駅前の交通渋滞は解消しないと思います。 

枚方市駅前から府道京都守口線まで道路の拡張をし、枚方市駅改札口から直接陸橋で歩行者を病院

や大学に直接通行できるようにすれば車と歩行者が分離でき車の渋滞緩和にもなると思います。車と

歩行者が分離できるような事業計画を求めます。というように書かせていただきました。 

この内容はですね、３月３日、４日の説明会でも私質問をさせていただきました。それに対して市

の方からですね、こういうような回答をいただきました。しばらくお待ちください。すいません。回

答はですね、歩行者デッキの整備は、地下埋設物や道路の沿道の既存建物などの状況から現道の幅員

内で整備することは、非常に難しいと考えているといただきましたが、そうしたらですね、具体的に

どのようなことをされて、ここの渋滞を緩和されるのかですね、具体的な解決策を示していただきた

いと思います。 

それと、総合文化芸術センターができることによってですね、北口から府道への歩行者の安全を確

保するためにですね、歩道を３ｍから５ｍに広くする。これにより、車道は８ｍから６ｍに狭められ

ます。また、北口のスターバックス前の歩道を６ｍ前に出されることによりですね、広場はますます

狭くなります。 

これで、渋滞の緩和になるとは思えません。だから、目的はですね、北口の渋滞緩和のためのです

ね、基本的な解決策を示していただきたいと思います。 

市はこの事業計画にですね、75億円を負担しますが、この計画通り実施されますと、地域住民は大

きな住環境の被害を受けることになります。このようなことがないようにですね、私が何点か指摘し

た問題に対してですね、具体的かつ解決策や対策を示していただきたいですね。地域住民が納得でき

る説明会を実施されるまでですね、この計画の延期を求めます。以上です。  
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【公述人 Ｂ】 

 おはようございます。枚方新町の住人○○です。ちょっとスクリーンにスライドが出るまでお待ち

ください。 

公述させていただきますが、ちょっと最初に議長のご了承を得ておかないといけないのが、3月 18

日に提出をした、その公述のですね、要旨と本日の意見の内容に若干の違いがあります。その理由は、

さきほど公述人Ａさんがおっしゃったようにですね、要旨を提出して以降に新たな情報が、3月 26日

の説明会で提出されたということによるものであります。時間の関係もありますので重複する部分は、

はしょりながら、なおかつ、やや早口になりますけれども、ご了承をお願いしたいと思います。 

まず、今回ですねこの再開発事業等の課題・目的というのは、これは 3月 3日の説明会の資料から

採っておりますけれども、ひとつは交通環境の改善、もうひとつは市の玄関口としての賑わいの創出、

特にまちなか交流拠点と位置づけられている③街区ですか、そこの整備ということにあるわけです。

交通環境の改善に関しましては、駅前広場や歩行者・車両の安全な通行ということが言われていて、

駅前広場の拡張とか、区画道路通路１号２号等を整備する。そのために道路の変更や地区計画を決定

するという流れになっているはずです。目的２に関しましても、老朽化した建物、それから駅直結の

低未利用地の活用ということで、これも用途地域あるいは高度地区・防火地域等の変更であり、地区

計画の決定というものが、今回も、内容であるというふうに理解をしています。 

まず最初にですね、意見の要旨というか結論めいたことをまず申し上げておきますけれども、今回

のこの事業にはですね、私が十分把握はしていない訳ですけれども、感じる限りで、多くの問題点が

あってですね、やっぱり抜本的に見直すべきであるというふうに考えております。したがって、拙速

にこの都市計画の決定とか変更は行わない、ということを、結論として述べておきたいと思います。 

その理由は２点ありまして、１点はですね、これは順番の問題とか基準の問題でしょうけれども、

この目的２のための再開発事業等の決定がですね、枚方市駅周辺整備計画の策定に先立って行う。つ

まり、この基本計画の素案ではですね、②，④，⑤街区に関しては基本計画策定後の 2020年に都市計

画を決定するということになっている訳ですけれども、この③街区、今回の対象区域ですけれども、

これは 2019年度、基本計画の策定に先立って、決定をするということになっている訳ですね。なぜ③

街区を先行整備するのか、しかもこの③街区の再開発事業計画の内容、つまり何がそこに出来るのか

ということに関しては、明確ではない。まあこういう状況にあるわけです。ですから、基本計画の策

定を待ってから行うべきではないか、ということが１点目の理由であります。 

２点目はこれは本日これから述べることの中心ですけれども、目的２と目的１との間には矛盾が存

在するのではないか。これは公述人Ａさんも先ほど指摘をされていたことですけれども、結局、その

目的、つまりまちなか交流拠点を整備する、にぎわいを創出する、そのことによって、人・車の通行

量が多くなるはずなんですけども、それに対する対応が、今回の計画の中では十分、というかほぼほ

とんど全くですね、検討されていない。したがって、問題が広域的に波及・拡散していってですね、

目的１である交通環境の改善と矛盾するのではないかということであります。 

この点に関してはこれから具体的にちょっと述べていきたいと考えています。これは今更のことな

ので、ここは半分省略をいたしますが、これが今回の地区計画図でありですね、問題はこの第１、ち

ょっとごめんなさいね。ちょっとお待ちください。この、ここですね。この第Ⅰ地区・第Ⅱ地区でで

すね、結局出入りの車両台数がどうなるかということであって、そのことが周辺の道路環境にどのよ

うな影響を及ぼすか、あるいは住民の居住環境にどのような影響を及ぼすかということであります。

ただ、ここに車がどれぐらい入るかということは、この中身が決まらないと判断できないわけですよ
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ね。ところが今回、今の時点で内容、つまり何が出来るか、そのことについては明らかにされていな

い。まだ決まっていないのでしょうけれども、そういう状態である。つまり、そういう中でですね、

考えられるのは、容積率の緩和等でですね、かなり大きな建物が建って、その結果、この第Ⅰ地区・

第Ⅱ地区に入ってくる車の数が多くなるということであろうと想定されるわけですね。 

この枚方市周辺整備基本計画の、これは草案ですけれども、草案の段階では第Ⅰ地区と第Ⅱ地区に

はこのようなものを建てるよっていうことが、ある程度示されていました。ところが、これは昨年の

12月の素案ではですね、ここの部分はこういう駐車場となっていたり、商業・業務・行政地区という

ふうな形になっている訳ですね。具体的な内容は消えていきます。この地区小さいので、そっちの素

案の方ですね。大きくして記載の内容を紹介しますと、第Ⅰ地区には商業・業務・行政・駐車場など

28階建て 75,000㎡の建物を建てる。第Ⅱ街区、ここはですね、居住・商業業務・広場など 12階建て

8,100㎡の建物を建てるということです。新町地区の説明会では、ここは住居 120戸が想定されるとい

う補足の説明をいただいています。現況は、ここに住宅供給公社の団地がありますけれども、この戸

数が 120戸であり、駐車台数は 30台。だけども、ここに新たに建替えによって 120戸の住居プラス商

業施設が入ればですね、おそらくここに進入してくる車の台数は 30台に留まるはずはない。しかも、

まだこの内容は確定していないわけでしょうから、その用途地域等の変更、特に、容積率の緩和等に

よってですね、このさきほどのこの 12階建てとか 28階建てよりも、さらに大きな建物が建つ可能性

もあり、車両台数が増加する可能性もあるということであります。 

ちょっと細かな点であれなんですけれども、この第Ⅰ地区、第Ⅱ地区を利用する車両が大幅に増加

した場合にどういう問題が想定されるかというところで、ちょっと読み上げていくと時間がかかって

しまうのですが、①～⑫のチェックポイントを想定をいたしました。これを地図に落としたのがこち

らです。①というのは関西医大前の交差点。②は枚方市駅前線と京街道との交差点。③は消防署前の

丁字路ですね。④はですね、消防署から団地に行く途中の道。⑤が団地の入り口。⑥が京街道と整備

をされるという外周道路との交差点。⑦はその外周道路と京都守口線との間のかささぎ橋南詰の交差

点ですね。それからこっちまで、南、下のほうは第Ⅰ街区ですけれども、この集合住宅から横の出入

りポイントですね、見えないかもしれませんけど、この、ここですね、⑧ですね。それから、この第

Ⅰ地区から外周道路への出入りが⑨です。それから、駐車場からこの点の部分がですね通路１号なん

ですけれども、この通路１号へ出るところ。それから通路１号、これは京阪の高架沿いにつくられる

予定の道路ですけれども、この道路から外周道路に出るところ。それから⑫は天津橋南詰の交差点と

いうことになります。これはですね、実はこの、これは歩行者動線なんですけど、この歩行者動線と、

この車両交通のイメージっていうのはほぼ一致しているわけです。特に新町地区に関しては。という

ことは、結局歩行者も通るけれども車両も通るということを想定されていてですね、この京街道とか

通路１号・２号っていうのは、歩行者と車両との分離は困難な状態にある。 

どういうふうな事が起こりうるかとういうことですけれども、これも先ほどと同じでありますが、

上の方ですね、新町地区の方、まず述べますと、ここに車が入ってくるというのは、その京都守口線

から、①の関西医大前のところをですね、右折ないし左折をして、②の京街道と駅前をつなぐ交差点

を、これは左折になるんですね、左折をして、③の消防署前から今の団地のとこに入っていくという

ことになる。出てくるのは今度逆ですよね。そうしたときに、現状でもこの②の交差点っていうのは、

さきほど公述人Ａさんも紹介されましたが、車両の通行が非常に困難なところであってですね、これ

はその部分ですけれどもこれは京街道から、ちょうど消防署のところから交差点を見ていますけれど

も、これは車が一台入ってくれば、もうすれ違うことは困難ですし、歩行者も安心して歩くのも困難
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な状態。さらに車が通り過ぎたらバスがふたをする。こういう状態なんですね。併せて言うと、これ

があの消防署から団地の方を見たものですけども、ここも道路幅が 3.5ｍぐらいしかない。これ右の方

はですね、ここ降りて団地の入り口から通路 2号の方と言われるところを見たものなんですけれども、

ここもこういう状態でですね、つまり車の行き違いが困難な状態のところ、ここをですね、多くの車

が入ってくる可能性がある。そうすると、ここ②で渋滞すればですね、③のところでも⑤のところで

も渋滞が生じる可能性があるんですね。③のところに来た車が②の方向に向かおうとして、そこが詰

まっていれば、当然右折をしてですね、⑥の方に向かうと想定されます。⑥に向かうとどうなるかと

いうと、この外周道路を通ってきた車との間の調整が必要になってきてですね、ここで渋滞が起これ

ば、あるいは場合によっては⑦のところでも渋滞が起こる可能性がある。さらに、②のところで詰ま

ってしまうと、つまり、京街道から出ようとする車が詰まってしまうとですね、その①から入ってく

る車が入れなくなってしまうんですよね。そこで①から来る車が入れなくなれば、そこで渋滞は起こ

りますし、乗用車が 2台つながれば、後ろのバスも動けなくなってしまう。そうするとですね、あの

京都守口線にまで渋滞が及ぶということになるわけです。これは現状でもそういうことがあるわけで

すけれども、今回の計画によってはそれが一層ひどくなる。そういうことが想定されるわけですね。

ですから、こういった行き違いが困難なですね、京街道であるとか、④の道をこのⅡ地区への進入、

あるいは出て行く車の経路とすること自体に無理がある、というふうに考えるわけです。 

今度はですね、あのⅠ地区の方ですけども、京阪の高架にはさまれた三角地帯ですが、ここもそう

であってですね、この入ってくる車っていうのは⑧か⑨から入ってくることになるわけですね。出て

行くのも基本的にそうですけれども、⑩から⑪に向かって、点線に矢印がひかれていますから、ここ

からも出て行く可能性がある。そうしたときに、例えば⑧とか⑨の出入りが混雑すればですね、しか

も、この駐車場の位置が仮にでしょうけれども、こういったところの駐車場が作られれば、⑩から出

て⑪に向かい、そして⑦かささぎ橋のところから府道へ出ようとする。でも、その時にですね、その

位置で詰まる、⑩で詰まる。おそらく⑪で詰まると思うんですね。その上で、その⑥の所の問題もあ

りですね、結果的にはだから⑦のところで、問題が発生する可能性がある。併せて⑧・⑨から出入り

する車の影響によって、⑫ここでも問題が発生する可能性があるというふうに考えています。ここで

も、ですから、２車線の道路、これと、それから５ｍ幅の通路 1号というのを出入りの経路とするこ

との無理っていうのが発生する可能性が高いというふうに考えるわけです。これは先ほど公述人Ａさ

んがおっしゃった点なんですけども、その基本骨子の中ではですね、安全で快適な歩行空間を整備す

る、そのことはいいことだと思うんですけども、でも結果的に今のことから考えるとですね、この新

町地区でこれは実現できない。むしろ悪くなるという問題がある。 

最後、時間の関係もありますので、まとめに入りますけれども、結局ですね、まちなか交流拠点と

してⅠ地区Ⅱ地区を再開発する。そのことによって、周辺の道路を利用する車両台数が、おそらくで

すけれども、大幅に増加するであろう。少なくとも現状より減るということは考えられない。だけど

も、Ⅰ地区、Ⅱ地区へのアクセス環境の整備は、今も申し上げたように、非常に不十分であって、結

果的には、現状でも深刻な問題が発生しているところの問題より深刻化させる。しかも、その問題発

生がですね、現状よりもさらに広域的に波及して、深刻化していく。そういうことになるだろうと考

えられるわけです。特に、その幅員が狭い京街道のですね、通行する車両が、増加すればですね、こ

れも公述人Ａさんがおっしゃいましたけども、交通渋滞であるとか、事故の発生であるとか、騒音・

振動・排ガスなどですね、生活環境にも大きな影響を及ぼす。現状でもそうなんですけれども、すれ

違いが困難なために、すれ違おうと思えばどこかのお宅の敷地の中にタイヤを片方突っ込むかですね、
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あるいは駐車場の入り口のところにちょっと入れるかしないとすれ違えないわけですよね。私の家も

実は、その玄関先にはですね、そのすれ違いのための車が入ってくる。場合によっては、玄関から外

に出るのも気をつけないとですね、危ないような状態。そういう状態が日常でもあるわけですよね。

それがさらに深刻化する可能性があるというふうに考えるわけです。 

結果的にはですね、目的１であったその北口の駅前交通広場であったり、その枚方市駅前線の混雑

緩和につながるかというと、寧ろ逆行する。そういうふうに考えます。ですから、この現在の計画で

は目的の１というのは達成できない。思うわけです。これはもちろんね、私の思い過ごし、心配し過

ぎだって言うことであれば、それで結構なんですけれども、どうもその第Ⅰ地区、第Ⅱ地区に何が出

来るかってことが分からない状態で、おそらく、おそらくじゃなくて確実に、考えられるのは、第Ⅰ

地区、第Ⅱ地区に出入りする車両の台数が現状よりは増えるという。ただ、市の方は、この第Ⅰ地区、

第Ⅱ地区でどのようなものを建てるかっていうのは、地権者等の組合が考えることであって、市とし

ては、直接関与しない、あるいは関与できることに限界がある、というような見解だというふうに説

明会ではお聞きをしています。これは無責任でしょ。何が出来るか市は関与しないんだけれども、そ

の結果は周りの住民にしわ寄せをされている。市の態度としては極めて無責任だというふうに思いま

す。 

対案ですけれども、まあ、公述人Ａさんも少しおっしゃってましたけども、Ⅱ地区に関してはです

ね、まあ、車両動線、駅前交通広場等Ⅱ地区への車両動線の確保・拡充が必要であって、駅前交通広

場をこの案よりもさらに拡張していく。それから、拡張した駅前交通広場から、Ⅱ地区に入れる進入

道路を設置する。つまり、京街道を通らなくてⅡ地区に入れるようにする。そのためには、市駅前線、

今の 2車線では無理がある。だからここは４車線に拡幅すべきであるというふうに考える。たとえこ

の４車線化が困難であれば、Ⅱ地区の再開発事業を見直していただいて、駅前広場を大幅に拡張する。

残りの部分は、公園、緑地空間にしていただければいいというふうに考えています。 

Ⅰ地区に関しましても藤阪枚方線を４車線化すべきである。先ほどの⑧の出口というのはモスバー

ガーのところ、交野線の高架下のところですけども、あそこからですね、イズミヤの交差点までは４

車線化できるんではないかというふうに思っています。天津橋までの経路というのは、駅前の方から

いくと、左側は事業用地です。天津橋も広くなっていって、歩道が広いんですけども、おそらく４車

線できるでしょう。天津橋から駅側の前の当の交差点に行けるところも４車線になるでしょう。だか

らそれは可能であると思うんですね。ごめんなさい、あと１分。 

それから⑨から⑫までというのは、今外周道路と言われているところですけども、天津橋から下に

降りる分だけで整備をすればよい。京阪の高架下を越えてですね、府道まで接続させる必要はない。

こうすれば、そのイズミヤの所を回ってですね、今のこの天野川の北側の道路を各利用しながら、外

周の交通経路は確保されるので、今回の計画にある、外周道路を、あえてつくる必要はない。そうい

うふうに考えています。ちょっと時間を超過して申し訳ありませんが、以上で公述を終わります。  
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【公述人Ｃ】 

おはようございます。新町の○○でございます。 

今まで、一応、題といたしましては、枚方市駅周辺の第一種市街地開発事業の反対という名目にな

っておりますが、私はこれから廃止としてのお話をさせていただきます。 

今まで、公述人Ａさん、公述人Ｂさんが、細かいことは、今説明されましたとおりで、私もその中

に入っておるんですけれど、くどいようですけれど、もう一度言います。 

私の、ほんとに最初からこういうことになるということになった時に、天津橋からかささぎ橋まで

を、一応車を通すということを最初に聞いた時に、まぁなんということだと自分で驚きました。 

それで、かささぎ橋から、今の天津橋からかささぎ橋へ出るところ、皆さん住民であれば何回かお

通りになっていると思いますけれど、あそこに車を通して、これも何遍も同じことになりますけど、

メインは街道筋なんです。 

話はとびますけれど、北口が開発されることもそら結構ですけれど、やはりそういう街道筋とか、

ここに車を通すんだとか、そういうことも関係なしにただ開発、開発、車をここへ通す、人はどうで

もいい、街道筋はどうでもいい、そういうのが今までの大きな無視されていた問題なんですよ。 

街道筋というのは、ほんとに私もちょっと他所から嫁いできまして、こんないい土地ないなと思っ

ております。 

それで特に最初の頃より、今回のほう、今回というかここ十年くらいですかね、特に街道筋の見学

っていうんですかね、遠くからいらっしゃっています。 

この前、去年だったと思いますが、東京からの団体さんがいらっしゃったと思うんです。 

その時に、いい土地で、いい建て住まい、いい風景だとか言って、東京から都会のビルの中からい

らっしゃったか知りませけど、ほんとに感動してらっしゃった方があるんですよ。 

ようは、これ個人的なことばっかりなんですけど、ようは今の街道筋に、公述人Ａさんも公述人Ｂ

さんもおっしゃったように私も思ってますし、皆さんも思っていると思うんですけれど、車を通すこ

とは絶対駄目です。 

天津橋からこのかささぎ橋の一通、車を通して、歩道を造ってどうのこうのって、今までも何回か

聞いておりますけど、はっきりあれはそれは駄目です。反対です。やって駄目です。それだけです。

やったら駄目です。反対です。 

それで、今でもうちの街道の前は、車多いんですよ。すごく多いですよ。 

今日、昨日も、なんですか、大きな車と小さな車がすれ違うことも出来ない、歩いてる人はもう右

左で、道路で立って待ってます。 

隣の車は抜けます。 

抜けようと思ったらすぐ前から自転車が来ました。 

事故起きる寸前でした。 

そういうのを皆さん、役員の方はそういう現場を見てらっしゃらないから、もうただただ北口を良

くしたい、ああしたい、こうしたい、それだけじゃないですか。 

もう少しお宅たち、そこにいらっしゃる４人の方でも１ヶ月でもあの周辺でも住んでみたらどうで

すか。 

空いてますよ、向かいのアパートでも。 

そこで住まれて、どんなあれか見られたらどうですか。 

なんか私達こうして、毎回毎回色んな会議に出席させていただきまして、ただただ、ただただ、唸
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ってるだけです。 

もうちょっと、この前も市の方に聞きました。 

10人いらっしゃる方で、ここの新町の堤防のところをご存知の方っていったら、色々あったとは思

いますけど、１人だけ手を上げられました。 

ですから、これは私ほんとに個人なことで、カッカ、カッカきてるんですけれど、街道筋をとにか

く車を今以上に通さないことです。 

それで、なんていうのかな、北口は確かに混雑しておりますよ。 

こないだ、今、公述人Ｂさんがおっしゃったように消防署のところから車が出入りするあそこは 30

台、30台であって、こないだ市の人がなんであんな 30台、30台駐車場を造るとか言ってらっしゃっ

たんですけど、商業地区になったら、皆さん、今車の方が多いから、車でいらっしゃったらもう 30

台、40台でききませんよ。 

それを消防署の前から出すとか、天野川から裏の方をですね、京阪の裏側を商売の車を通すとか、

そんなこと考えた人の顔が見たいですよ、ほんとに。 

それは、なんていうのかな、ほんとに住んでみないと、結論は住んでみないと分からないっていう

ことだと私は思うんですよ。 

朝でも、今学校なんか始まったみたいですけれど、あそこに、磯島に学校があります。 

それはもうすごい勢いで夕方入ってきますよ、自転車でも。 

そういう時間に一度お宅の誰か立たれたらどうですか。 

どれくらいの自転車が入ってくるか、また車が通るか、自転車、車、その他、歩いている方、ほんと

に見てほしいですよ、現実を。 

事故もありました。 

うちのすぐ角から抜けて、事故がありました。 

うちのブロックっていうのが、ちょっと傷みました。 

それは警察に言いました。 

磯島高校の学校にも連絡いたしました。 

そんなことはいいんですけど、ほんとに怪我したら大変なことになりますよ。 

ミラーが一つだけ付いておりますけども、４人の方もご存じないと思いますけれど、まずミラー見

る人ないですわ。 

覗き込んでますわ、向こう天野川から入ってきたところ、私はそこでちょっと立ってまして、自転

車で来る方の顔を見てますと、まずミラー見ている人は、10人の内、そうだな３人ぐらいですわ。 

皆さんその車を覗き込んで、自転車で覗き込んで走ってらっしゃいます。 

そういうね、ほんとに危険な場所なんです、あそこは。 

だから、私今、細かいことはお二人おっしゃったから、あれなんですけど、とにかく住民として、

枚方市駅が発展することは結構です。 

でも、発展し、いいことですけれど、住民が 99.9％、0.1％だったらしょうがないな、でも 99％は

このような生活が出来る、駅も発展した、というぐらいの計画をしないと、そんなに急ぐこともない

と思いますよ。 

お宅達、今急いでらっしゃる言い方しますけれど、そんなに急ぐことはない、もっとゆっくり、ゆ

っくり考えてやってほしいですね。 

なんかぐだぐだと同じことを言ってますけど、とにかく天津橋からかささぎ橋の通行は絶対駄目で
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す。 

やっていけません。しないでください。 

ただもうそれだけです。ほんとにそこだけはしないでください。 

場所は分かってらっしゃいますね、お宅達４人とも。 

あそこだけは、車のくの字もやらないでください。 

あのまんまさわらないでください。それだけです、お願いします。 

私も上手にまとめられなかったんですけれど、皆さんも少しは理解していただいて、また、そちら

にいらっしゃる方も理解していただいて、ほんとに最後にもう一回言います。 

絶対車は通さないでください。 

それだけです。お願いします。以上です。 
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【公述人Ｄ】 

少し目が悪いので、ここでさせていただきます。新町の○○です。 

枚方市駅周辺第一種市街地再開発事業の変更、廃止を求めます。理由はね、天津橋からかささぎ橋

までの外周道路の件ですけども、これは、20年前に府と市と京阪とで歩行者専用道路と約束した道路

であります。 

そのため、こんなとこに、道路を抜いてくるということ自体間違いです。それと、最初に測量に来

た時にはね、最初はあれですわ、明示、境界明示してくれと役所が来たわけですわ。それで、それだ

ったらしたる言うて。府と市と京阪で道路明示したわけですわ。 

それから、測量に入ってきて、いきなりから１車線の道路をつくると、それも反対ゆうてるのにね、

１年したら今度は２車線に変わったり、そんな馬鹿なことあれへんね。 

ほんで、また今度、駅の方からね、京阪の天野川の鉄橋に向いて、道路をまたぬいてくると、そん

なあほなことばっかり、やってるようでね、何のために協定したかわからへん。 

突然に２車線にして、かささぎ橋から天津橋でも、左しか京都の方から来て、左へ曲がってね、今

度、天津橋しか、天津橋に来て左しか曲がれへん道にね、枚方市駅からイズミヤの方、向いて左しか

曲がられへん道をね、今度かささぎ橋来ても、今度、左にしか曲がられへん道をなんで、そんな２車

線なんているんですか。 

挙句の果てに京阪の高架の両サイドから三角地帯の大きいビル建てるという駐車場からもみな入る、

最初は一方通行で、どっからも入れへん約束やったのにね、そんなことして、うそばっかりついて、

ようこんなとこ説明しにきてるなと思いますわ。 

あれですわ、今回の２車線にするにしても、京阪の府営住宅の方から来る道にしても、それを付け

ようと思ったら京阪の高架の下を、１ｍ下げなね、堤防を下げないけませんねん。 

それと、１ｍ下げたら、今度は、天津橋から降りる道をもう、天津橋のとこから堤防を削ってこな

スロープつかんわけですわ。そんな、堤防をぐちゃぐちゃにしてね、いける問題か、ということです

わ。そういうことです。 

それと、うちに何の立ち退きの用地交渉もせずに、いきなりから２車線で堤防削ってするんですか。 

他は、みな組合つくってどうのこうのやってはんのに、何でうちら立ち退きするとこは、そんな対

象外ですか。そんな、あほな道路計画なんて廃止ですよ。ただ、それだけ言いたかっただけです。終

わります。  
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【公述人Ｅ】 

皆さん、こんにちは。 

今までの説明をさせていただきます。 

約１年ほど前に、枚方市道路河川整備課の方から、私の方に天津橋から東見附のとこまで５ｍ道路

をぬきたいというお話がありました。 

そのために、府と市と先ほど言いましたように明示もいたしました。 

それが、この間の３月３日、４日の説明会では、突然、都市計画課の方からいきなり 10ｍの道路と

いうお話が出てきました。 

それまでは、全然ない話でした。 

これまでで説明していた話が全然、全く違う話で来たわけですね。 

その時に、なんで都市計画と道路河川課と一緒に、計画は全然めちゃめちゃやないかと、そんな話

で聞いてなかったら、でその次は、どういう話が出ましたかと言いますと、東見附のとこまでしか道

路が５ｍでもって来ないと、そこから、左折れで新町の方へは入っていかれないというふうにして、

道路をバリケード等の措置で入らないようにするということを言われました。 

それが、その時に、私どもの方は、天野川左岸の法面のところに家がありますので、裏の方に入る

と思いましたら、一旦表へ出て、イズミヤの方から回って新しい道路へ来て裏の方へ入ってくる道が

なくなってくるわけです。 

逆通行になりますので。 

そんな不便なことも出来ないと、それも説明しました。 

それが知らん間に、今度二車線で、そういうふうになって、次は、この問題が出てきたということ

は、今まで堤防からの水が全部うちの家の方へ入って、私の水路でみんな受けてるわけなんですよ。 

それも 60年か 70年も前のことですよ。 

府は、それまでうちがあこに物を置いたりした時に、どけどけって何遍も言いに来ました。 

その時に、権利主張するんでしたら義務をしてくれと言うて、何遍も担当者に説明しました。 

その都度は、そういうふうに見て、その後はなしのつぶてで、何回も何回も職員が変わる度に、全

然ほったらかしなんですよ。 

この度、この道路造る問題で、どういうふうにしてくれるんと、この排水のことを聞きました。 

そしたら、東見附から現在の高架下まで、これ図面見ましたら、70ｃｍか 80ｃｍカットして排水路

入れるということです。 

堤防のね、法面をね、下げて 70ｃｍもカット出来るもんなんですかね。 

それともう一つの問題は、なんでかいいますとね、うちの敷地の中に、おっきい電柱が２本建って

いるんですよ。 

これを１年前に関西電力の用地買収、明示が終わった段階で電力会社に、この電柱は個人の土地の

中に入っているから、移設してもらえますかということを言いました。 

その時に、関西電力の説明としては、府の法敷きの方には電柱の穴を開けて建てさしてもらえない

という返答がありました。 

それは、どういうふうにするんやということで、関西電力に言いましたけど、未だに１年経っても

連絡ありません。 

それなのに、電柱建てる穴も掘らさへんのに、堤防の法面のすそをカット出来るんですか、これ 70

ｃｍも 80ｃｍも。 
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そうせんことには、電車の高架沿いにそおて、裏にある排水路へ、水を接続しよう思たら、表の水

路なんかには排水路はありませんよ、枚方新町も。 

そしたらね、一つの問題は、今度、③街区ですか、こん中で開発されたときに、これ雨水の処理は

どういうふうにされるんですか。 

今現在、土地のままで浸透して、徐々に徐々に排水流れて行きますけど、今度、開発されて表面が

アスファルトかなんかの関係で、水がいっぺんに側溝の方へ流れて行きましたら、安居川のポンプ場、

新安居川のポンプ場ですね、三矢のところにあります、あれから淀川へ入ってるポンプ場の水が、今

から何年か、３年か４年程前に一時の豪雨で、関西医大の前の道路が冠水して、すごく浸かったこと

がありますね。 

なのに、今度裏の排水、みんなあそこの新しい開発の水を、裏の水路へ流して、安居川へ、新安居

川の方へもっていくとしたら、もしも向こうのポンプ場で、一時止まって淀川の水が増水したら、全

部水がバックしてくるわけなんですよ。 

ほんならそのために、南側の方の開発が新しい向こうの、皆さんご存知と思いますけれど、安居川

のポンプ場は３年かけて、今ポンプ場を、ピットを造ってますね、この裏に。 

それは新しい向こうを開くというために、増設の、冠水させないためにポンプ場のピットを造った

わけですよ。 

ほんなら、こっち側のポンプ場、３街地区の新しい公社とこに、新しいのを建てる時に、表面整備

した場合に、一時に水が流れて行くと思うんですよ。 

それでのーても、今の府民センターの水も全部こっちの方へ、新安居の方へ流れて行くと思います。 

そん時にね、一時に今までみたいにこんだけのゲリラ豪雨が起こった場合、ポンプの能力があるんで

すか。 

それでのーても、今の現在の北口のロータリーは浸水地域で、水が全部バックして来ると思うんで

すよ。 

そのへんの計画も何もなしに、新しいものを建てるのは、ゼネコンさんに図面渡したら何でも建て

てくれますいう感じやで。 

だけど、市の方として考えるのは、地元の排水とかそういうのの方になんの注目もしてないでしょ

う。 

それから、計画してから、新しいのをやってするのが普通じゃないですか。 

私は、そういうふうに思います。 

後のことに対しては、公述人Ａさん、公述人Ｂさん、大概長いこと言うてくれはりました。 

そのとおりです。 

だから私は、排水の問題について、今こういうふうに提言さしていただきます。以上です。 
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【公述人Ｆ】 

どうも皆さん、こんにちは。私は、公述人で西牧野に在住しております○○です。 

都市計画の５案について、まとめて発言いたします。 

まず、初めにですね、議長にお願いしておきたいことは、今日の公述人の発言は、テープ起こしを

され、成文化されると思いますが、文書は必ず発言された公述人に確認をしてから公表をお願いいた

します。 

また、市の考え方の比較表も正確な質問の件に要約され、市の考え方をわかりやすく回答していた

だきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

議長：申し訳ございませんけれども、公聴会、本日テープ議事録とらせていただいておりますので、

逐語録として最終的にはホームページに載せさせていただきますので、それぞれ確認をとることは考

えておりませんので、よろしくお願いします。 

公述人：あの、ちょっといいですか、確認をしてもらわないとですね、適当なところを削られたり

していることがわからないでしょ。大阪府は、それちゃんと文書を送ってきますよ。そして、本人の

確認を得てから、ホームページへアップしているんですよ。 

議長：すいません。本日、冒頭、説明させていただいたんですけれども、本日、テープ録音させて

いただいております。それを、そのまま逐語録として、載させていただきますので、発言は、一字一

句忠実にアップされる。載せさせていただこうとしております。 

公述人：再度言いますけど、本人の確認をしてもらわないとね、市の方で適当に削ったりしたらわ

からないじゃないですか。 

議長：削ることは、決してしません。 

公述人：それは、わかりません。今までの話でも、後からものを出したりいろいろしているわけで

すからね、そこは、ちゃんとしっかりしておいてください。このことも、きちっと議事録の中に、き

ちっと公表される中に入れておいてください。よろしいでしょうか。 

議長：今のご発言は、当然、テープにとっておりますので、載させていただきます。その中で、忠

実に会話というのも当然のってきます。 

公述人：それでは、よろしく願いします。私は、昭和 50年から枚方市の職場で働いていましたから、

仕事を辞めてからもですね、今も定期券を購入して枚方市駅と牧野駅を利用しています。 

つまり、いつも市駅周辺を見て、年を重ねてきたわけであります。50年以上にわたって枚方市駅は、

馴染みの駅であります。 

私は、昭和 50年代の南口や北口のロータリー化、あるいは、京阪電鉄の高架化、そこに商売をされ

ている皆さんは、立ち退きやその周辺の新しいビルに転居され営業されてきた方も、存じ上げており

ます。 

私の知り合いのお茶屋さんもおられて、転居されました。その当時、立ち退きせざる得なかった商

店の皆さま、また、当時の市役所の周辺の皆さまのご苦労は、大変なものだったと思います。しかし、

私の記憶では、市の行政の皆さんは、住民の声を聴き合意形成に、努力を当時はされていたと思いま

す。 

今回の計画案ではですね、大きく４つの問題点があると思っております。 

１つは、枚方市が①街区から⑤街区の基本計画の素案を持ちながら③街区だけ先行させていること。 

２つ目に、枚方市が、75億円もの血税を投入しようとしていること。市議会や市民への説明も大変

不十分であります。そして、また、市議会の各会派の合意も、なかなかできていないのではないでし
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ょうか。 

３番目に、③街区の大所有者は、京阪グループであります。次に、大阪府の住宅供給公社、その次

にＨ社であります。大体７社程が、地権者と思いますが、断トツなのは、京阪グループであることは

明らかであります。 

４番目に、そして都市計画決定を一瀉千里に進めようとしている、ここに大きな問題があると思っ

ております。 

今度の③街区の都市計画決定は、市民への事前の説明会や市民の意向も聞かないで極めて乱暴な手

続きを進めていると言わざるを得ないと思っています。 

また、①街区から⑤街区までの一体的な検討、整備計画をたてるべきと思っております。 

昨年 12月上旬の市駅周辺整備と新庁舎整備の市議会全員協議会が開催をされました。その中で保守

系の議員さんは、こんな指摘をされております。 

市民の利便性が良いように枚方市駅前行政サービスを継続するといえば、聞こえがいいように思い

ますが、新庁舎のあり方も同時に考えていかなければ、結果として市駅周辺に同じ機能が集中するこ

とになったり、逆に必要な機能が欠落することになってくるのでと、危惧をするところです。 

この枚方市駅周辺整備と新庁舎整備は、人口減少、急速な高齢化が進む中で、本市の将来を決める

何よりも重要な事業として、とらえ注視をしていきたい。 

これだけの大事業でありながら、市の財政的な裏付けを、きっちり担保されていなかったという、

前代未聞の事実だけです。稚拙な行政運営としか言いようがありません。なんと未熟な計画と、腹立

たしい限りでございます。 

ふと思いだしますのは、あるパーティで市長が市駅周辺整備の内容をとうとうと語り、その上、計

画の年度内策定を重ねて言われたことです。今日このタイミングの計画の１年延期が示されたという

ことは、市長は、既に、その時延期のことを知っていたのではないか。 

少なくとも、計画の年度内策定を誰よりも望んでいるのは、市長であり、その市長の思いがこのよ

うな無理なスケジュールに繋がってきたのではないかと思っています。このように、市議会全員協議

会でも無理なスケジュールと指摘されているように、市民の意見も聞かず、一瀉千里に都市計画決定

に突き進んでいるのが、今の状況ではないでしょうか。 

この基本的なことで、見て指摘しておきますと、３月３日の説明会資料の中に８ページに市街地再

開発事業の仕組みの説明があります。その特徴として、地権者が主体となるまちづくりは可能である。

と書かれています。 

75億円もの市民の血税を投入しようとしているのに市民目線、市民の声を聞く対応が見受けられま

せん。枚方市は、地権者の氏名、面積も公表していません。多くの土地を占めているのは、京阪電鉄、

京阪ホールディングスです。 

これは、市議会等で名前が挙がっている企業です。大阪府住宅供給公社よりも数倍の土地を持って

おります。 

説明会資料の４ページには、都市計画原案の区域やその周辺における課題の２点目に老朽化した建

物や駅周辺の低未利用地の活用を図るとしています。このことは、京阪電車の高架下の利用のことで

はないでしょうか。 

私は、５点問題点を提起したいと思います。 

第１に市民説明会、公述申出、公聴会の手続きの問題についてであります。 

枚方市は、都市計画法第 16条に基づき適切に進めると言いますが、国土交通省都市計画決定手続き
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の基本的な考え方、都市計画運用指針、平成 30年９月版には、都市計画に対する住民の合意形成を円

滑化し、都市計画の確実な実現を図る観点から、これまで以上に都市計画決定手続きにおける住民参

加の機会の拡大、都市計画にかかる情報公開および理由の開示等に意を用いていくべきである。とし

ています。つまり、気を配れと、こういうこと言っているわけです。 

今回の手続きは、公述申出は、説明会３月３日から 14日間、公聴会は、公述申出から 20日間です。

時間が足りません。これでは。市民が調査研究するには、最低３か月が必要であります。 

私は、３月 19日、平成 27年 12月から始まった市駅東地区再整備検討協議会、つまり、市駅周辺整

備検討協議会、これには枚方市も参画をしています。この情報公開請求を行い、開示日は４月２日で

ありましたけれども、５月７日に延期をされました。 

また、平成 30年 12月市駅周辺地区再開発準備組合の設立会議の議事録の情報公開請求を行いまし

たが、同様に５月７日に延期になりました。このように市民が調査研究して、公聴会で発言しようと

しても、枚方市が資料は出さない。このような状況では、的確な発言はできません。 

ましてや、今回の大阪府知事選挙、大阪府会議員選挙の真っただ中での公聴会です。このような時

期は、はずすべきであります。よって、今回の公聴会は、１回目として正式な公聴会を６月上旬に開

催するように強く求めるものであります。 

第２は、私は、都市計画は一体的かつ総合的に市街地の再開発を進めなければならないと思ってい

ます。 

③街区は市駅周辺、新庁舎計画①②④⑤街区の開発と密接に関係しています。京阪本線、私市線、

天野川に囲まれた三角地は、この三角地の多くの土地は、京阪グループが、土地を使用し 100ｍのビル

を建てられる計画ではないかと思います。高架下の利用もできます。 

もっと市民に情報を公開をし、時間を練って検討すべきであります。 

この三角地の都市計画決定のⅠ地区約 2.7haは、容積率 600％であるがⅠ地区の中には、京阪本線、

京阪私市線の高架部分も含まれているので、高架部分を除いた残余の三角地には、容積 600％以上の高

さのものが建てられることになります。３地区 0.1haも同様、容積率 450％以上の建物が建てられるこ

とになります。 

また、建物の高さも３月３日説明会資料の９ペーシのイメージパースを見ると活性化推進部に聞く

と三角地には約 100ｍの建物が建てられることになるとのことです。 

どのような計算をしたかと聞くと、まだしていない。イメージパースは、誰が描いたかと聞くと、

準備組合が描いたとのことでした。 

しかし、準備組合の多くの土地の所有者は、京阪グループであります。Ⅱ地区の北口の駅前広場で

は、現在の京阪バスの乗降口を歩道設置として６ｍ北側に寄せるとのことです。 

そうすれば、今のロータリーは狭くなる。これは、現在の歩道が京阪電車の敷地だから市として、

６ｍの歩道を造り広げるとのことです。乗降バスは、全て京阪バスが使用しております。ここにも京

阪グループを、優先していることがわかります。 

市民の立場に立って市民目線でまちづくりをしようとする姿勢が見受けられません。 

④街区には、約 200ｍの高層マンション 700戸、約 100ｍの高層マンション 300戸を計画されている

が、三角地の 100ｍビルとの整合性、または、人口減少、高齢化の中で入居者があるのか、検討内容を

公表すべきです。また、市役所移転には、３分の２の市会議員の条例改正の賛成が必要であります。

私は、現在、市役所が建っている付近の大ホール跡地に建設すべきと考えております。このことから

も都市計画決定の延期を求めるものです。 
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また、市駅周辺の商店街、飲食店の皆さんの声を聴き、市駅周辺が反映するようにすべきでありま

すが、声を聴かれたのか、明らかにすべきであります。よって、①街区から⑤街区まで全体計画を明

らかにし、市民合意が整うまで③街区の都市計画決定変更は延期すべきであります。 

第３は、枚方市は、都市計画決定の中で天野川の左岸をⅠ地区で 10ｍの区画道路を造ろうとしてい

るが、Ⅰ地区に大きな駐車場が予定されているが、その出入口に利用する可能性が大であります。 

３月 26日説明会資料には、通路１を通って天野川沿いに京都守口線へ抜けられるようになっていま

す。 

このようなことのために、天野川左岸の堤防沿いを掘削し、道路を造ろうとしているが、天野川の

防災上の観点から問題であります。京街道保存の観点からも天野川外周道路は、廃止を含めて再検討

すべきであります。 

第４に、③街区周辺道路計画だけでなく、①街区から⑤街区周辺の現況交通量、将来交通量を公表

し、市民や商店街などの合意を図るべきであります。 

また、歴史的価値を持つ京街道の保存も図るべきです。③街区だけで枚方市は 75億円の血税を投入

する計画をしているわけですが、その内容を公表し、市民の合意を図っていくべきであります。 

第５は、市駅周辺整備は市駅を利用する市民のものであります。土地の多くを占める京阪グループ

だけのものではありません。 

都市計画決定を延期し市駅を利用する広い市民や周辺の商店街、飲食店の皆さんの意見を聞く場と

広く市民向けの説明会の場を改めて開催すべきであります。住民合意が形成されてから都市計画決定

を行うよう強く求めるものであります。 

最後に、公聴会まで３週間足らずの間に都市計画課や活性化推進部、道路河川課の本当に担当者の

皆さんには、いろいろお聞きをいたしました。親切に対応していただいたことにお礼を述べて、私の

発言といたします。 
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<議案第１～６号関連> 

都市計画法第 17条に基づく縦覧における意見に対する枚方市の考え方 
 

東部大阪都市計画用途地域の変更、東部大阪都市計画高度地区の変更、東部大阪都市計画防

火地域及び準防火地域の変更、東部大阪都市計画道路の変更、東部大阪都市計画第一種市街地

再開発事業の決定、東部大阪都市計画地区計画の決定の都市計画法第 17 条に基づく縦覧における

意見に対しての枚方市の考え方は、次のとおりです。 

 都市計画案に係る意見の概要 意見に対する枚方市の考え方 

都市計画の内容について 

１ ・区画道路や地区内通路の整備や車両、人の通

行について住民理解を得るべき。 

・京街道ではなく駅前広場から複合施設への進

入路を確保すべき。 

・（府）京都守口線や枚方藤阪線の車両交通量

の増加や影響について住民理解を得るべき。 

・複合施設による周辺住居への日照、風害等は

考慮するべき。 

・建築物の高層化や建物用途制限の緩和に繋が

る用途地域の変更（第二種住居地域→商業地

域）は住民等の理解を得るべき。 

・用途地域等は市街地再開発事業の具体化にあ

わせて都市計画の内容を定めるべき。 

 

枚方市駅周辺地区の中心部への車両流入の

抑制や防災機能の強化を図る観点から、外周道

路を形成する区画道路の整備が必要と考えて

います。また、地区内通路である通路１号及び

通路２号は、地区内外の通行機能とあわせて、

災害時の避難経路や消防活動スペースとして、

地区内及び周辺地域の防災性の向上を目的に

配置する考えです。加えて、区画道路、通路１

号及び通路２号は、市街地再開発事業で整備す

る商業施設等への車両動線を確保し、歩行者の

通行機能や既存の居住環境の保全、既存宅地の

接道要件を確保する役割を担っています。さら

に、京街道への車両流入を抑制するため、通路

１号から通路２号への一般車両の常時通行を

制限する方向で準備組合と検討を進めていま

す。本市としましては、府道京都守口線や都市

計画道路枚方藤阪線等の周辺の交通環境への

影響や、複合施設等への車両進入につきまして

も、交通管理者や道路管理者と協議を行い、建

築物の規模等の事業内容の具体化が図られた

段階で、準備組合と連携しながら地域住民をは

じめ市民の皆様への説明に努めていく考えで

す。 

 次に、用途地域等につきましては、枚方市駅

周辺地域が本市の広域中心拠点としてふさわ

しい土地の高度利用と都市機能の集積等を図

ることを目的に、市街地再開発事業により商業

等の土地利用転換が図られる区域を商業地域

に変更するものです。本市では、周辺の居住環

境を保全する観点から、地区計画において定め

る通路や壁面後退等により一定の空間を確保

するとともに、建築基準法による日影規制を踏

まえながら、準備組合が事業計画を検討してい

くに際し、適切な指導・助言を行ってまいりま

す。 
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都市計画法第 17条縦覧及び意見書の受付について 

２ ・意見書の受付について、広報だけでは周知不

足である。 

・今後の枚方市のあり方を問う意見書の受付期

間が２週間では短い。 

案の縦覧及び意見書の受付につきましては、

都市計画法第 17条の規定に基づき適切に手続

きを進めており、本市ホームページのほか、市

民説明会や広報ひらかたにて周知しておりま

す。今後も引き続き、都市計画の手続きにつき

まして幅広く周知が図れるよう努めてまいり

ます。 

基本計画及び基本構想に先行して都市計画を進めること・市民への説明について 

３ ・全体計画が定められていない状況で、都市計

画を先行するべきではない。 

・民間企業優先ではなく、しっかりと地域住民

の声を聞いて計画を進めていくべき。 

・市民説明会を開催して合意を図るべき。 

・全体計画を具体化し、市民合意を得なければ

都市計画を進めるべきではない。 

・地域住民の不利益とならないように基本計画

策定を進めてください。 

・基本計画及び基本構想に基づいて新庁舎を整

備すべきであり、先行して行政施設の移転計画

を進めるべきではない。 

・議会議決のない庁舎移転を想定した市街地再

開発事業は進めるべきではない。 

「枚方市駅周辺再整備基本計画」及び「枚方

市新庁舎整備基本構想」の策定につきまして

は、平成 30年 12月に「枚方市駅周辺再整備基

本計画(素案)」及び「枚方市新庁舎整備基本構

想(素案)」をお示しし、現在、更なる検討を行

っているところです。今後、両素案がまとまり

ましたら市民説明会やパブリックコメントを

実施していく予定です。 

外周道路の整備について 

４ ・京街道を保全する観点から、地区内の交通量

を増大させる外周道路は必要ない。 

・道路整備時に堤防敷きを掘削すると強度不足

とならないか。 

・道路整備時に堤防敷きを掘削すると住宅との

段差が生じるため、反対する。 

・（府）京都守口線から京街道への流入は現状

どおりの一方通行とするべき。 

・防災上の観点から外周道路は、中止を含めて

再検討してほしい。 

・堤防の法敷きを利用して、公園にする検討を

行ってほしい。 

・枚方市駅周辺の渋滞緩和するためには、外周

道路ではなく枚方市駅前線の４車線化するべ

き。 

・枚方藤阪線を４車線化（南口駅前広場～天津

橋）すれば、外周道路は必要ない。 

 「枚方市駅周辺再整備ビジョン」に基づくま

ち全体の活性化や賑わい創出、人が活動でき、

人で賑わうまちを実現していくためには、枚方

市駅周辺地区の中心部への車両流入の抑制や

防災機能の強化を図る観点から、外周道路の整

備が必要と考えています。 

 また、外周道路の整備にあたりましては、道

路の構造基準に基づく適正な排水施設整備の

検討や沿道家屋への影響を十分に配慮しなが

ら、堤防機能を損なうことのないよう堤体の整

備手法について河川管理者（大阪府）と協議を

進めていきます。さらに、交差点部の構造など

による京街道への車両流入を抑制する対策と

あわせて、枚方市駅周辺地区へ来訪される方や

地域の皆様の憩いの場となる「空間」を外周道

路の沿道に確保するなどの検討を進めます。 

 なお、交通需要予測等を勘案し、都市計画道

路枚方市駅前線及び都市計画道路枚方藤阪線

の４車線化は計画しておりません。 
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その他 

５ ・枚方市駅周辺に高層マンションを建設するこ

とには反対する。 

・市役所や市民会館等の行政機能は枚方市駅の

近くにあるべきで、遠い位置に移転することに

反対する。 

・市役所は市有地に建設するべきで、市民会館、

市役所、公園など市有地を民間へ売却、譲渡し

ないでほしい。 

・車両優先ではなく、歴史街道とその沿道の良

さを大切にしたまちづくりを進めてほしい。 

・市役所周辺に図書館、文化施設などの公共施

設を建設してほしい。 

・高齢者や障害を持った生活弱者の方々が利用

しやすいまちづくりを進めてほしい。 

・市内のバス網（コミュニティバス含む）を充

実させてほしい。 

・市役所の移転は市民や議会の合意が得られて

から進めるべき。 

・駅前の駐輪場や駐車場を利用しやすくしてほ

しい。 

・市中心部に重点を置いた開発ではなく、市全

体の利便性や安全・安心に配慮したまちづくり

を計画してほしい。 

・北側は歴史、南側は平和など地域特性に着目

したテーマでまちづくりを進めてほしい。 

・高層マンションが建設されると、枚方市駅の

目玉の T-SITEが目立たなくなる。 

・都市再生緊急整備地域の指定による民間企業

優先の都市計画の緩和は再考するべき。 

・森の樹々に囲まれた駅にしてほしい。 

 「枚方市駅周辺再整備基本計画」及び「枚方

市新庁舎整備基本構想」の策定につきまして

は、平成 30年 12月に「枚方市駅周辺再整備基

本計画(素案)」及び「枚方市新庁舎整備基本構

想(素案)」をお示しし、現在、更なる検討を行

っているところです。今後、両素案がまとまり

ましたら市民説明会やパブリックコメントを

実施していく予定です。 
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都市計画法第 17条に基づく都市計画の案に対する意見書 

 

（１）都市計画の案の縦覧期間及び場所 

○縦覧期間：令和元年５月 23日（木）から６月６日（木）まで 

  ○縦覧場所：枚方市大垣内町二丁目９番 15号 

枚方市役所分館 ３階 都市計画課 

 

（２）都市計画の案の概要 

○東部大阪都市計画用途地域の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目及び岡東町地内 第二種住居地域から商業地域へ変更 

近隣商業地域から商業地域へ変更 

 

○東部大阪都市計画高度地区の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目地内 第三種高度地区から指定なしへ変更 

 

○東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目及び岡東町地内 指定なしから防火地域へ変更 

準防火地域から防火地域へ変更 

 

○東部大阪都市計画道路の変更（枚方市決定） 

変更区域 変更内容 

新町一丁目及び岡本町地内 ３・５・210－24号 枚方市駅前線の駅前交

通広場の区域変更及び起終点の変更 

 

○東部大阪都市計画第一種市街地再開発事業の決定（枚方市決定） 

決定区域 決定内容 

新町一丁目、岡本町及び岡東町地内 区域の決定 

 

○東部大阪都市計画地区計画の決定（枚方市決定） 

決定区域 決定内容 

新町一丁目、岡本町及び岡東町地内 地区計画の方針及び地区整備計画 

 

（３）意見書の提出 

  ７１通 
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