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平成２９年度第３回交野市都市計画審議会会議録 

 

 

 

日 時   平成３０年１月２４日（水） 午後２時００分開会 

 

場 所   交野市役所 別館３階 中会議室 

 

出 席   澤木会長、鈴木副会長、木村委員、芝内委員、榊委員、友井委員、 

皿海委員、黒瀨委員、松村委員、今井委員、大矢委員、尾嶋委員、 

北尾委員 

                               計１３名 

 

      黒田（市長）、松下（都市計画部長）、竹内（都市整備部付部長）、 

近田（都市計画部次長）、奥野（下水道課長）、林（都市計画課長）、 

仲谷（下水道課係長）、古澤、古金、笠木、宮野 

 

欠 席   家村委員 

 計 １名 

 

出席辞退  雨田委員 

計 １名 

 

傍聴者   ２２名 

 

 

議 案    

（議第６号）東部大阪都市計画用途地域の変更について（付議） 

（議第７号）東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議） 

（議第８号）東部大阪都市計画高度地区の変更について（付議） 

（議第９号）東部大阪都市計画地区計画（星田北地区）の決定について（付議） 

（議第１０号）東部大阪都市計画地区計画（星田駅北地区）の決定について（付議） 

（議第１１号）東部大阪都市計画土地区画整理事業（星田北・星田駅北土地区画整理事業）

の決定について（付議） 

（議第１２号）東部大阪都市計画道路の変更について（付議） 

（議第１３号）東部大阪都市計画下水道の変更について（付議） 

 

 

閉 会   午後４時５０分 

 



○部 長   定刻となりましたので、ただ今から、平成２９年度第３回交野市都市計画

審議会を開催させていただきたいと存じます。 

本日、委員の皆さまにおかれましては、公私ご多忙の折り、当審議会にご

参集賜りまして、ありがとうございます。 

 

            それでは、最初に、委員の出欠状況をご報告させていただきます。 

まず、雨田委員でございますが、委員本人から、本日の審議案件に係る事

業の関係者であり、利害関係が生じるということから、出席辞退の届出が出

されております。 

また、家村委員につきましては事前に欠席の連絡をいただいております。

本日の審議会につきましては、委員１５名中１３名の出席をいただいており、

審議会条例第６条の規定により、過半以上のご出席となっておりますことか

ら、この審議会が成立することを、ご報告いたします。 

       

○部 長   それでは、お手元に配付いたしております「会議次第」によりまして進行

してまいりたいと思います。 

 

       まず、開催にあたりまして、黒田市長より一言ご挨拶申し上げます。 

 

○市 長    【あいさつ】 

 

○部 長   ありがとうございました。 

       引き続きまして、 会長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

●会 長    【あいさつ】 

 

○部 長   ありがとうございました。 

       それでは、これ以降の議事につきましては、会長にお願いしたいと思いま

す。会長、よろしくお願いいたします。 

 

●会 長   本日の会議には、傍聴の申出がありましたので、公開・非公開についてお

諮りいたします。本日の会議は、公開ということでご異議ありませんか。 

 

         （異議なし） 

 

ご異議が無いようですので、公開といたします。 

傍聴者の入室を許可いたします。しばらくお待ち下さい。 

 

  （傍聴者入室） 

 



再開いたします。事務局から、注意事項についてご説明願います。 

 

○課 長   傍聴の方へお願いいたします。事前にお渡しした傍聴要領を守り、審議中

は静粛に願います。また、携帯電話については、電源を切るか、マナーモー

ドの設定をお願いいたします。 

 

●会 長   それでは、お手元の次第に沿って議事を進めてまいりたいと思います。ま

ず、市長より諮問をお願いいたしたいと思います。 

 

○市 長    【諮問書の朗読】 

 

●会 長   ただ今、黒田市長より当審議会に対しまして８件の諮問がなされました。

当審議会において十分議論した上で答申してまいりたいと思いますので、委

員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

       それでは、案件ごとに議事を進めたいと思います。 

まず、本日の配付資料の確認を事務局よりお願いします。 

 

○部 長   それでは、本日の資料の確認をお願いいたしたいと存じますが、その前に、

黒田市長につきましては、他の公務が重なっておりますので、ここで退席さ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

 

       【 市長退席 】 

 

○課 長   それでは、資料の確認をお願いいたします。 

まず、本日の「会議次第」でございます。 

次に、先ほど市長より諮問いたしましたものの写しでございます｡ 

次に、事前にご送付申し上げております議案書および議案書参考資料       

でございます。また事前にお渡しした資料として、「参考資料１ 写真位置

図」、「参考資料２ 土地利用計画案」でございます。 

次に、本日配布いたしております資料でございますが、「参考資料      

３ 都市計画法第１７条に基づく縦覧における意見に対する交野市の考え

方」、参考資料４として、「前に映し出す画面資料を印刷したもの」、最後に、

「交野市都市計画審議会委員名簿」と「交野市都市計画審議会       

条例」を配布いたしております。 

以上、資料の配布漏れはないでしょうか。 

 

それでは会長よろしくお願いいたします。 

 

●会 長   それではお手元に配付いたしております「会議次第」に基づきまして進め

てまいりたいと思います。 



        それでは、次の議案に移りたいと思います。 

議案の議第６号「東部大阪都市計画用途地域の変更」、議第７号「東部大

阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更」、議第８号「東部大阪都市計画高

度地区の変更」、議第９号「東部大阪都市計画地区計画の決定（星田北地区）」、

議第１０号「東部大阪都市計画地区計画の決定（星田駅北地区）」、議第１１

号「東部大阪都市計画土地区画整理事業（星田北・星田駅北地区土地区画整

理事業）の決定」、議第１２号「東部大阪都市計画道路の変更」、並びに議第

１３号「東部大阪都市計画下水道の変更」につきましては、決定・変更する

内容が相互に関連いたしますことから、事務局より８つの議案を合わせて説

明いただいた後、審議してまいりたいと思います。 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

○事務局   それでは次第３ 議案の第６号から１３号について、担当であります都市

計画課 古澤より説明をさせていただきます。 

 

○事務局   それでは次第の３、議案のご説明をさせていただきます。 

議第６号「東部大阪都市計画 用途地域の変更について」から議第１３号「東

部大阪都市計画 下水道の変更について」まで、一括してご説明申し上げま

す。 

まず、都市計画の案の作成に至る経緯ですが、当該地区は、市街化調整 

区域で農地が広がるエリアでありますが、第二京阪道路が供用開始される

ことに伴い、道路の整備効果を生かした、産業等の立地を促す土地利用を

実現する、計画的なまちづくりを促進するため、平成２１年に国、大阪府

及び本市や枚方市を含む第二京阪道路沿道５市において、「第二京阪沿道ま

ちづくり方針」を策定しました。また、このまちづくり方針を受けて、大阪

府では、東部大阪区域マスタープランにおいて「保留フレーム」が設定され

ました。平成２２年３月に、第二京阪道路沿道が供用開始され、格段に利

便性が向上したことによって、第二京阪道路沿道の市街化調整区域におい

て、乱開発等が懸念されることから、地元の地権者組織が立ち上げられ、

計画的で良好なまちづくりの検討を重ねてこられました。今回、土地区画

整理事業の手法による事業化の熟度が高まった状況であることから、これ

ら事業を実現するために必要な都市計画の決定や変更の手続きを行うもの

でございます。 

続きまして、地元の地権者組織で検討されている、土地区画整理事業の検

討内容については、事前に配布しました資料及び前の画面をご参考くださ

い。 

       これからご説明する都市計画の案は、現在の両地区における土地利用の検

討状況等を踏まえて、これら良好なまちづくりを実現するために必要な都市

計画のルール作りを行うものです。 

まず、大阪府において、現在の「市街化調整区域」から「市街化区域」に  



変更することが前提となります。 

また、市街化区域に編入される場合には、これに連動して市が定める都市

計画の前提要件として、議第６号の「用途地域」、議第７号の「防火地域及

び準防火地域」、議第８号の「高度地区」を定めます。 

次に、これらの要件を踏まえて、検討されている事業計画を実現性あるも

のとするためのルールとして、議第９号及び議第１０号の「地区計画」、議

第１１号の「土地区画整理事業」を定めます。 

そして、この事業に関連して定めるべき内容として、議第１２号の「道路」

及び議第１３号の「下水道」に関する都市計画を定めるものであり、全ての

議案が密接に連動して定められるものであります。 

 

それでは、議第６号「東部大阪都市計画用途地域の変更について」ご説明 

します。前の画面をご覧ください。 

       まず、用途地域とは、住宅地、商業地、工業地などの目指すべき土地利用

にあわせて、いくつかの種類に区分して、建築物の用途、建ぺい率、容積率

を規制するものです。今回の変更案では、新たなエリアに、４種類の用途地

域を指定します。前の画面と合わせて、議案書の２ページと参考資料の２ペ

ージをご覧ください。まず、「第１種中高層住居専用地域」について、現在

の約４８８ha から新規指定と変更により７ha を追加し、約４９５ha としま

す。次に、「第１種住居地域」について、現在の約９１haから５ヘクタール

を追加指定し、約９６haとします。次に、「近隣商業地域」について、現在

の地域のうち「容積率１０分の３０以下、建ぺい率１０分の８以下」の区分

で、現在の約１５ha から新規指定と変更により３ha を追加で、約１８ha と

し、近隣商業地域全体では、約１６haから約１９haとします。次に、「準工

業地域」について、現在の約３７haから新規指定と変更により３２haを追加

し、約６９haとします。これにより、用途地域指定の面積合計は、現在の約

９３１ha から４７ha 追加し、約９７８ha となります。次に、議案書の３ペ

ージをご覧ください。 

変更の理由について、理由書を朗読します。 

「星田北・星田駅北地区の区域区分の変更に伴い、第二京阪道路沿道で工

業・物流系の利便性の増進を図る区域については準工業地域を、ＪＲ星田駅

前で商業等の業務の利便を増進する区域については近隣商業地域を、地域幹

線道路に面し、沿道サービスや業務系施設、住宅の土地利用を図る区域につ

いては第一種住居地域を、良好な住宅地の形成を図る区域については第一種

中高層住居専用地域をそれぞれ指定し、計画的な土地利用を誘導するため、

用途地域を変更する。」以上です。 

議案書の４ページに位置図、５ページに計画図を掲載しておりますが、参

考資料の３ページと合わせて、前の画面をご覧ください。 

前の画面、赤枠で示している箇所について、主に戸建て住宅エリアを想定

しているため、新たに「第１種中高層住居専用地域」に指定します。 



次に、前の画面の赤枠で示している箇所について、幹線道路沿道での土地

利用を図るため、新たに「第１種住居地域」に指定します。 

次に、前の画面の赤枠で示している箇所について、駅前の賑わいを創出す

る土地利用を図るため、新たに「近隣商業地域」に指定します。 

次に、前の画面の赤枠で示している箇所について、現在は市街化区域で 

「第１種中高層住居専用地域」を指定していますが、隣接する新たな「近隣

商業地域」との一体性を持たせるため、「近隣商業地域」に変更します。 

次に、前の画面の赤枠で示している箇所について、第二京阪道路沿道で産

業系の土地利用を可能とし、また、隣接する、既に準工業地域に指定してい

る地域との一体的を持たせるため、新たに「準工業地域」に指定します。 

次に、前の画面の赤枠で示している箇所について、現在は市街化区域で 

「第１種中高層住居専用地域」を指定していますが、隣接する新たな「準工

業地域」との一体性を持たせるため、「準工業地域」に変更します。 

以上、議第６号「東部大阪都市計画用途地域の変更について」のご説明と 

します。 

 

次に、議第７号「東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更につい 

て」ご説明します。前の画面をご覧ください。 

       まず、防火地域・準防火地域とは、市街地における火災の延焼拡大を抑制

し、都市の不燃化を図る地域として指定するもので、建物の規模に応じて、

耐火建築物や準耐火建築物などの構造が制限されるものです。 

      それでは、都市計画変更の内容について、ご説明します。前の画面と合わ

せて、議案書の７ページと参考資料の５ページをご覧ください。 

現在、交野市域において、防火地域の指定はありませんが、準防火地域に

ついて、現行の約１９ha から約４９ha を追加し、約６８ha に変更するもの

です。 

       議案書８ページをご覧ください。 

       変更の理由について、理由書を朗読します。 

       「星田北・星田駅北地区の区域区分の変更に伴う用途地域の指定に併せ、

火災の危険を防除するため準防火地域を追加変更するものである。」以上で

す。 

       議案書の９ページに位置図、１０ページに計画図を掲載しておりますが、

参考資料の６ページと合わせて、前の画面をご覧ください。 

議案書では青色の点線で囲まれた区域、参考資料では朱色で表す区域につ

いて、用途地域を指定、変更する区域と同じ区域を、準防火地域に追加指定

するものです。 

以上、議第７号「東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更につい

て」のご説明とします。 

 

次に、議第８号「東部大阪都市計画高度地区の変更について」ご説明しま



す。前の画面をご覧ください。 

高度地区は、良好な市街地の環境を維持するため、建築物の高さを制限す

るものです。 

本市域では、主に住居系の用途地域を指定している箇所について、高度地

区を指定することとしています。 

       それでは、都市計画変更の内容について、ご説明します。前の画面と合わ

せて、議案書の１２ページと参考資料の８ページをご覧ください。 

高度地区は、第１種から第３種まで、それぞれ指定していますが、今回、

第２種と第３種の高度地区を追加指定します。 

第２種高度地区について、現在の約５６６ha から新規指定と変更により

７haを追加し、約５７３haとします。 

次に、第３種高度地区について、現在の約１００ha から５ヘクタール追

加指定し、約１０５haとします。 

これにより、高度地区指定の面積合計は、現在の約８４５ha から１２ha 

追加し、約８５７haとなります。 

次に、議案書の１４ページをご覧ください。 

       変更の理由について、理由書を朗読します。 

       「星田北・星田駅北地区の区域区分及び用途地域の変更に伴い、良好な市

街地の形成と計画的な土地利用を誘導するため、また、近隣商業地域へ変更

を行う区域についてはＪＲ星田駅前における土地利用の増進を図るため、高

度地区を変更するものである。」以上です。 

      議案書の１５ページに位置図、１６ページに計画図を掲載しておりますが、

参考資料の９ページと合わせて、前の画面をご覧ください。 

      適用の除外規定や制限の緩和措置については変更ありませんので、省略し

ます。 

議案書では青色の点線で囲まれた区域、参考資料では朱色で表す区域につ

いて追加指定し、黄色で表す区域について指定変更するものです。 

前の画面をご覧ください。赤枠で示している箇所について、用途地域を 

「第１種中高層住居専用地域」に指定するため、新たに「第２種高度地区」

に指定します。 

次に、赤枠で示している箇所について、用途地域を「第１種住居地域」に 

指定するため、新たに「第３種高度地区」に指定します。 

次に、前の画面の赤枠で示している２箇所について、用途地域でご説明し

たとおり、「第１種中高層住居専用地域」から「近隣商業地域」及び「準工

業地域」に指定変更するため、現在の「第２種高度地区」から「無指定」に

変更します。 

以上、議第８号「東部大阪都市計画高度地区の変更について」のご説明と

します。 

 

次に、議第９号「東部大阪都市計画地区計画（星田北地区地区計画）の決



定について」ご説明します。前の画面をご覧ください。地区計画は、身近な

生活空間において、建物の用途や高さ、色などの制限や、地区内の道路、公

園などをきめ細かく定め、地区の特性に応じたまちづくりを進めていくこと

ができるものです。今回のまちづくりでは、地区の特色を出すために、建物

用途の制限や最低敷地面積、外壁の後退や、緑化の指定、かき・さくの構造

などを定めます。それでは、都市計画決定の内容について、ご説明します。

前の画面と合わせて、議案書の１８ページと参考資料の１１ページをご覧く

ださい。地区計画の方針として定める内容は、まず、名称を「星田北地区地

区計画」とし、位置は「交野市星田北六丁目、七丁目、八丁目及び九丁目地

内」、面積は「約１８．７ha」です。次に、区域の整備・開発及び保全に関

する方針のうち、地区計画の目標を、「当地区は、ＪＲ星田駅から北へ約１

kmに位置し、都市計画道路大阪枚方京都線（第二京阪道路）と隣接しており

交通条件に恵まれた地区である。地区計画の策定により、隣接する枚方市域

と含めて一体的に施行される土地区画整理事業によって整備される道路、公

園及び緑地などの都市基盤を活かして、広域交通網を利用した土地利用を誘

導することで、地域産業の活性化を図るとともに、地域の核となる市街地の

形成を目標とする。」とします。次に、土地利用の方針として、「広域的な

道路交通条件や周辺環境との調和を図るため、商業・業務施設や工業等の産

業系の土地利用を図り、機能的かつ自然環境に配慮した市街地を形成する。」

と定め、星田北地区ではＡ地区からＣ地区に再区分し、それぞれ記載のとお

り方針を定めます。次に、建築物等の整備の方針として、「第二京阪道路の

沿道にふさわしい景観や良好な利用環境を形成するため、建築物等の用途、

緑化率の最低限度、かき又はさくの構造の制限等に留意して整備を行う。」

とし、Ａ地区からＣ地区の細区分ごとに、記載のとおり方針を定めます。次

に、議案書の１９ページをご覧ください。地区整備計画として、各地区ごと

に、「建築物等の用途の制限」「建築物の敷地面積の最低限度」「建築物の緑

化率の最低限度」「かく又はさくの構造の制限」を定めます。「建築物等の用

途の制限」については、後ほどまとめてご説明します。各地区の位置につい

ては、議案書の２２ページに計画図を掲載しておりますので、合わせてご参

照ください。まず、Ａ地区では、敷地面積の最低限度を「３，０００㎡」と

し、一部、例外規定を設けます。Ｂ地区、Ｃ地区では、最低限度は設けませ

ん。次に、緑化率の最低限度を、「敷地面積の２０％」とし、全ての地区に

定めます。次に、かき又はさくの制限として、全ての地区に定めることとし、

「道路に面する側に、かき又はさくを設ける場合は、生垣若しくは透視可能

なもの（ネットフェンスや鉄柵等）とし、ブロック塀、その他これらに類す

るものは築造してはならない。」とし、記載のとおり、一部、例外規定を設

けます。 

次に、「建築物等の用途の制限」について、ご説明します。参考資料の１

１ページと合わせて、前の画面をご覧ください。建築基準法において、それ

ぞれの用途地域ごとに建築可能な建築物等が定められており、黒塗りされた



ものが建築できませんが、これに加え、黒三角で示す建築物について、この

地区計画において制限しようとするものです。Ａ地区とＢ地区では、「準工

業地域で建築可能なもののうち、住宅、学校、ホテル、ぱちんこ屋、キャバ

レー等」を除外します。Ｃ地区では、「準工業地域で建築可能なもののうち、

住宅、学校、ホテル、病院、ぱちんこ屋、キャバレー、自動車車庫（建築物

に付属するものを除く。）等」を除外します。 

次に、議案書の２０ページをご覧ください。 

地区計画を決定する理由について、理由書を朗読します。 

「市街化区域に編入し新たに形成される市街地について、良好な市街地の

維持・保全を図るとともに、建築物の規制誘導を行うことにより、第二京阪

道路の交通利便性を活かした地域の核となる良好な商業・業務施設や工業等

の産業系の土地利用を誘導するため、地区計画を決定するものである。」以

上です。議案書の２１ページに位置図、２２ページに計画図を掲載しており

ます。 

以上、議第９号「東部大阪都市計画地区計画（星田北地区地区計画）の決

定について」のご説明とします。 

 

次に、議第１０号「東部大阪都市計画地区計画（星田駅北地区地区計画）

の決定について」ご説明します。前の画面と合わせて、議案書の２４ページ

と参考資料の１３ページをご覧ください。地区計画の方針として定める内容

は、まず、名称を「星田駅北地区地区計画」とし、位置は「交野市星田北五

丁目、六丁目、七丁目及び星田五丁目地内」、面積は「約２９．６ha」です。

次に、区域の整備・開発及び保全に関する方針のうち、地区計画の目標とし

て、「当地区は、ＪＲ星田駅に隣接し、都市計画道路大阪枚方京都線（第二

京阪道路）と近接しており交通条件に恵まれた地区である。地区計画の策定

により、隣接する星田北地区と一体的に実施される土地区画整理事業によっ

て整備される道路、公園及び緑地などの都市基盤を活かして、広域交通網を

利用した土地利用を誘導することで地域産業の活性化を図るとともに、良好

な居住環境の整備を行うことにより、自然環境と調和した緑とうるおいのあ

る街並みを創出し、本地区を魅力ある都市拠点とすることを目標とする。」

とします。次に、土地利用の方針として、「広域的な道路交通条件や近隣の

工業地との調和を図るため、産業系の土地利用を図るとともに、駅隣接エリ

アでは、戸建住宅、中高層住宅、商業施設及び病院などを機能的かつ効果的

に配置し、自然環境に恵まれた都市拠点を形成する。」と定め、星田駅北地

区ではＡ地区からＧ地区に再区分し、それぞれ記載のとおり方針を定めます。

次に、地区施設の整備の方針として、「土地区画整理事業において街路、公

園、緑地等を適切に配置する。また、地区内の施設配置に整合した区画道路

を配置する。」次に、建築物等の整備の方針として、「第二京阪道路の沿道

にふさわしい景観や良好な利用環境を形成するため、建築物等の用途、緑化

率の最低限度、かき又はさくの構造の制限等に留意して整備を行う。」とし、



Ａ地区からＧ地区の再区分ごとに、記載のとおり方針を定めます。次に、議

案書の２５ページをご覧ください。地区整備計画ですが、「地区施設の配置

及び規模」として、地区施設道路１号線から３号線について、それぞれ幅員

と延長を定めます。また、各地区ごとに、「建築物等の用途の制限」「建築物

の敷地面積の最低限度」「建築物等の高さの最高限度」「壁面の位置の制限」

「建築物の緑化率の最低限度」「かく又はさくの構造の制限」を定めます。「建

築物等の用途の制限」については、後ほどまとめてご説明します。各地区の

位置については、議案書の２８ページに計画図を掲載しておりますので、合

わせてご参照ください。まず、Ａ地区では、敷地面積の最低限度を「１２０

㎡」とし、一部、例外規定を設けます。また、建築物等の高さの最高限度を

「１２ｍ」、壁面の位置の制限を「建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの距離は、道路に面する部分にあっては、1ｍ以上、そ

の他の部分は 0.5ｍ以上」と定めます。次に、Ｂ地区では、敷地面積の最低

限度、建築物等の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は定めません。次に、

Ｃ地区では、敷地面積の最低限度を「１２０㎡」とし、一部、例外規定を設

けます。次に、Ｄ地区では、敷地面積の最低限度を「１２０㎡」とし、一部、

例外規定を設けます。また、壁面の位置の制限について、Ａ地区と同じ内容

を定めます。次に、Ｅ地区では、敷地面積の最低限度を「１２０㎡」とし、

一部、例外規定を設けます。また、建築物等の高さの最高限度を「１０ｍ」、

壁面の位置の制限について、Ａ地区と同じ内容を定めます。次に、Ｆ地区で

は、壁面の位置の制限について、「建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面

から敷地境界線までの距離は、0.5ｍ以上」と定めます。次に、Ｇ地区では、

敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は定

めません。次に、緑化率の最低限度について、「敷地面積の２０％」とし、

全ての地区に定めます。次に、かき又はさくの制限として、全ての地区に定

めることとし、「道路に面する側に、かき又はさくを設ける場合は、生垣若

しくは透視可能なもの（ネットフェンスや鉄柵等）とし、ブロック塀、その

他これらに類するものは築造してはならない。」とし、記載のとおり、一部、

例外規定を設けます。 

次に、「建築物等の用途の制限」について、ご説明します。参考資料の１

３ページと合わせて、前の画面をご覧ください。建築基準法において、それ

ぞれの用途地域ごとに建築可能な建築物等が定められており、黒塗りされた

ものが建築できませんが、これに加え、黒三角で示す建築物について、この

地区計画において制限しようとするものです。Ａ地区では、「第１種中高層

住居専用地域で建築可能なもののうち、学校、病院等」を除外します。Ｂ地

区では、「準工業地域で建築可能なもののうち、ホテル、ぱちんこ屋、キャ

バレー等」を除外します。Ｃ地区では、「近隣商業地域で建築可能なものの

うち、ぱちんこ屋等」を除外します。Ｄ地区では、「第１種住居地域で建築

可能なもののうち、ボーリング場、ホテル等」を除外します。Ｅ地区では、

「第１種中高層住居専用地域で建築可能なもののうち、学校、病院、店舗等」



を除外します。Ｆ地区では、「第１種住居地域で建築可能なもののうち、ボ

ーリング場、ホテル等」を除外します。Ｇ地区では、「準工業地域で建築可

能なもののうち、ホテル、ぱちんこ屋、キャバレー等」を除外します。 

以上、「建築物等の用途の制限」についてのご説明とします。 

次に、議案書の２６ページをご覧ください。 

地区計画を決定する理由について、理由書を朗読します。 

「市街化区域に編入し新たに形成される市街地について、良好な市街地の

維持・保全を図るとともに、建築物の規制誘導を行うことにより、ＪＲ星田

駅を中心とした区域においては生活利便性の高い商業施設や住居系の立地を

図り、第二京阪道路の交通利便性を活かした地域の核となる良好な商業・業

務施設や工業等の産業系の土地利用を誘導するため、地区計画を決定するも

のである。」以上です。議案書の２７ページに位置図、２８ページに計画図

を掲載しております。なお、地区施設道路については、１号線から３号線を

定めていますが、これは、Ｅ地区は戸建て住宅専用エリアを想定しており、

この地区へのアクセス道かつエリアを区分する道路として、良好な住環境の

形成を担保するため、位置づけています。 

以上、議第１０号「東部大阪都市計画地区計画（星田駅北地区地区計画）

の決定について」のご説明とします。 

次に、議第１１号「東部大阪都市計画土地区画整理事業（星田北・星田駅

北土地区画整理事業）の決定について」ご説明します。前の画面をご覧くだ

さい。 

土地区画整理事業は、道路、公園や河川等の公共施設の整備が必要な一定

の区域において、各地権者からその権利分に応じた土地を提供（減歩）頂き、

この土地を集約し道路や公園などの公共用地に充てる他、その一部を保留地

として売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。 

星田北、星田駅北地区において、都市計画に位置づけることにより、土地

区画整理事業の手法によって一体的に良好なまちづくりが実現を確保するも

のです。 

それでは、都市計画決定の内容について、ご説明します。前の画面と合わ

せて、議案書の３０ページをご覧ください。定める内容は、「名称」「面積」

「公共施設の配置」「宅地の整備」に関するものです。まず、名称は「星田北・

星田駅北土地区画整理事業」とし、面積を「約４５ha」とします。次に、「公

共施設の配置」に関して、「道路」については、「自動車専用道と幹線道路

を配置し、これらについては別に都市計画に定めるとおり」とし、その他の

道路については「土地利用や街区構成等を考慮しつつ適正に配置する。」と

定めます。次に、公園に関して、「事業により施行区域面積の３％以上の公

園を確保し、適宜配置する。」と定めます。次に、その他の公共施設に関し

て、「周辺地区への雨水排水の悪影響を及ぼさないようにするため、調整池

を配置し、下流への流出抑制をする。」と定めます。次に、「宅地の整備」

として、「第二京阪道路より北側の地区は、大規模流通施設等を誘致させる



ため大街区を形成させる。南側の地区は、工業系の業務施設及び換地を中心

とした土地利用を図る。水道道の南東側には、大規模流通施設等を誘致させ

るため大街区を形成させる。都市計画道路星田北中央線の沿道には、商業系

の中小規模の業務施設を、沿道区域を除く南側には、商業、高層住宅も含め

た複合ゾーン及び戸建住宅を、都市計画道路星田駅前線西側には戸建住宅を

中心とした土地利用を図る。」と定めます。次に、議案書の３１ページをご

覧ください。 

都市計画決定する理由について、理由書を朗読します。 

「本地区は、組合施行の土地区画整理事業を行うものとしており、本事業

により計画的な市街地の形成を図り、市街化区域に編入しようとしている。

今回、本事業の都市計画上の整合を図り、適正な事業の執行を確保していく

ため、市街地開発事業として、都市計画決定を行うものである。」以上で

す。 

議案書の３２ページに位置図、３３ページに計画図を掲載しており、赤色

の線で囲った区域が都市計画決定する区域です。 

以上、議第１１号「東部大阪都市計画土地区画整理事業（星田北・星田駅

北土地区画整理事業）の決定について」のご説明とします。 

次に、議第１２号「東部大阪都市計画道路の変更について」ご説明します。

前の画面をご覧ください。 

都市計画道路とは、「広域的な道路網との整合、土地利用や他の都市施設と

の十分な連携のもとに、都市の骨格となるよう配置することで、円滑な交通

処理、良好な市街地環境の形成、災害時の防災性の向上等が図られる。」も

のです。それでは、都市計画変更の内容について、ご説明します。前の画面

と合わせて、議案書の３５ページをご覧ください。まず１つ目として、「星

田駅前線」及び「交野中央線」を変更するもので、２つ目として、「星田北

中央線」を新たに追加するものです。 

変更内容をご説明します。参考資料の１４ページと合わせて、前の画面を

ご覧ください。黄色の文字で表示している内容が変更前、赤字で表示してい

るのが変更後の内容となります。まず、「３・４・２３０－６号 星田駅前

線」について、終点の位置を「交野市星田北八丁目地内」から「枚方市高田

一丁目地内」へ変更し、これにより、「主な経過地」を変更し、延長につい

ては「約５００ｍ」から「約１，１１０ｍ」へ変更します。 

また、「構造」として、幹線道路等との交差の構造を記載のとおり変更し

ます。加えて、備考欄にありますように、「星田駅前交通広場面積」を「約

３，７００㎡」から「約３，８００㎡」に変更するものです。次に、「３・

５・２３０－８号 交野中央線」について、終点の位置を「交野市星田北七

丁目地内」から「交野市星田北五丁目地内」へ変更し、延長については「約

５，１００ｍ」から「約４，５７０ｍ」へ変更します。また、「構造」とし

て、幹線道路等との交差の構造を記載のとおり変更します。次に、「３・

４・２３０－１７号 星田北中央線」を追加するもので、位置については、



起点を「交野市星田北六丁目地内」、終点を「交野市星田北七丁目地内」、

主な経過地を「交野市星田北六丁目地内」とし、延長を「約４１０ｍ」とし

ます。構造は「地表式」、車線の数は「２車線」、幅員は「１６ｍ」とし、

交差の構造は「幹線街路と平面交差２箇所」となります。次に、議案書の３

６ページをご覧ください。 

都市計画変更する理由について、理由書を朗読します。 

「東部大阪都市計画道路のうち３・４・２３０－６号星田駅前線他１路線

について、星田北地区及び星田駅北地区の土地区画整理事業の施行に合わせ

て、周辺道路とのネットワークについて検討し、円滑で安全な交通処理を図

るため、本案のとおり３・４・２３０－６号 星田駅前線及び３・５・２３

０－８号 交野中央線を変更し、 ３・４・２３０－１７号星田北中央線を

追加するものである。」以上です。議案書の３７ページに位置図、３８ペー

ジに計画図を掲載しておりますが、前の画面をご覧ください。 

星田駅前線の現計画は、黄色で示すように、現在の星田駅北側ロータリー

付近に駅前交通広場があり、そこから第二京阪道路までの延長となっていま

すが、赤色で示すとおり、線形を変更するとともに、第二京阪道路から北側

の交野市星田北八丁目地内及び枚方市高田一丁目地内を追加し、府道１８号

まで延伸します。また、駅前交通広場を現在の位置から東側へ変更します。

次に、交野中央線は、黄色で示す区間、約５３０ｍを廃止します。次に、星

田北中央線ですが、赤色で示すように、新たに市道星田北線から、線形変更

する星田駅前線までを結ぶものです。 

以上、議第１２号「東部大阪都市計画道路の変更について」のご説明とし

ます。 

 

次に、議第１３号「東部大阪都市計画下水道の変更について」ご説明しま

す。 

前の画面をご覧ください。 

下水道については、土地利用の動向、河川等の水路整備状況並びにそれら

の将来の見通し等を総合的に勘案し、機能的な都市活動の確保及び良好な都

市環境を形成及び保持するよう排水区域等を定めるもので、今回の変更は、

まちづくりが予定される区域のうち、都市計画区域でなかった区域を、排水

区域に含む変更であり、本市の下水道には、『淀川左岸流域関連公共下水道』

と『寝屋川北部流域関連公共下水道』の２つがあり、それぞれの区域に追加

するものです。議案書の４０ページに、今回変更する位置図を記載していま

すので、ご参照ください。 

それでは変更内容についてご説明します。議案書の４１ページ、参考資料

の１７ページと合わせて、前の画面をご覧ください。まず、「淀川左岸流域

関連公共下水道」についてですが、排水区域を、雨水については「約１，１

５１ha」から「約１，１８２ha」へ、汚水については「約１，１５１ha」か

ら「約１，１７９ha」に変更するものです。次に、議案書４２ページをご覧



ください。 

変更理由を朗読します。 

「交野市淀川左岸流域関連公共下水道において、良好な都市環境の整備と

公共用水域の水質保全を図るため、排水区域を、汚水を約２８．３ha、雨水

を約３１．０ha拡大するものである。」以上です。 

議案書４３ページと合わせて、前の画面をご覧ください。 

雨水の追加する区域はピンク色で囲んだ区域となります。議案書４４ペー

ジと合わせて、前の画面をご覧ください。 

汚水の追加する区域はピンク色で囲んだ区域となります。次に、議案書の

４５ページ、参考資料の１８ページと合わせて、前の画面をご覧ください。

「寝屋川北部流域関連公共下水道」についてですが、排水区域を、雨水につ

いては「約１９ha」から「約３８ha」へ、汚水については「約１９ha」から

「約４１ha」に変更するものです。次に、議案書４６ページをご覧くださ

い。 

変更理由を朗読します。 

「交野市寝屋川北部流域関連公共下水道において、良好な都市環境の整備

と公共用水域の水質保全を図るため、排水区域を、汚水を約２１．９ha、雨

水を約１９．２ha拡大するものである。」以上です。議案書４７ページと合

わせて、前の画面をご覧ください。 

雨水の追加する区域はピンク色で囲んだ区域となります。議案書４８ペー

ジと合わせて、前の画面をご覧ください。汚水の追加する区域はピンク色で

囲んだ区域となります。 

以上、議第１３号「東部大阪都市計画下水道の変更について」のご説明と

します。 

 

議第６号から議第１３号までのご説明は以上となります。 

引き続き、前の画面をご覧ください。 

今回の議案に関しては、地区計画を除く案件について、都市計画法第１６

条第１項に基づく公聴会を昨年９月３日に開催し、公述申出が８件ございま

した。また、地区計画に関する都市計画法第１６条第２項に基づく縦覧を昨

年８月７日から８月２８日まで行い、「星田北地区地区計画」については１

件、「星田駅北地区地区計画」については５件の意見書が提出されました。

これら都市計画原案にかかる説明会や公聴会でのご意見などを踏まえ、地権

者組織において土地利用計画案に若干の修正が行われましたが、都市計画原

案に影響するものはございませんでした。また、大阪府や枚方市、本市等と

の関係機関協議を行っておりますが、都市計画原案の内容に修正が必要との

意見は、ございませんでした。以上から、土地利用計画図など都市計画にか

かる参考図書の修正のみを行い、都市計画図書については原案を案として、

都市計画法第１７条に基づく縦覧を、昨年１２月４日から１２月１８日まで

行い、縦覧者は２名、意見書は２８件提出されました。これらについては、



後ほどご報告します。前の画面をご覧ください。今回のまちづくりは、本市

と枚方市に跨る土地区画整理事業を予定しているため、枚方市側でも同様に、

土地区画整理事業と地区計画の都市計画決定及び用途地域、準防火地域の変

更について、今月末に都市計画審議会が開催されます。また、大阪府におい

て、本市の都市計画決定と一体である、市街化調整区域から市街化区域へ編

入する、区域区分の都市計画変更について、２月上旬に大阪府都市計画審議

会が開催されます。それでは、次に、公聴会における公述申出内容及び意見

書についてですが、公述申出の要旨は意見書の内容に概ね含まれているため、

意見書の内容及びこれに対する市の考え方をご報告します。 

本日、ご配布しました「都市計画法第１７条に基づく縦覧における意見に

対する交野市の考え方」と題した、ホッチキス止めの資料をご覧ください。

いただいた意見の概略及び市の考え方について、要約してご報告します。 

№１について、「防火地域及び準防火地域の変更」に対し、「既存の星田

駅北側の宅地の地域を一体的に準防火地域に指定すべき。」とのご意見に対

しては、「新たに市街化区域に編入し、用途地域等を指定しようとする区域

を準防火地域に指定し、既存の住宅地については、本市域の他の未指定区域

と共に、今後、地域指定に向けて取り組む。」としています。「土地区画整

理事業の決定」に対し、「地権者の同意状況などから事業実施が困難、一部

組合役員が土地の約半分を所有する地域を事業範囲から外す一方で、市街化

編入することは不公平・不公正であるため、反対」とのご意見に対しては、

「ご意見の一部内容については実態を的確に捉えたものではないと認識して

おり、準備組合では一定の合意形成が図られていることから、事業の実現性

が見込まれるものと判断し、計画的な市街地整備が実現されるよう手続きを

進める。」としています。「都市計画道路の変更」に対し、「本来、都市計

画道路は星田高田線を拡幅する直線道路が最もこの地域で合理的で、現状そ

うなっていないので反対」とのご意見に対しては、「ＪＲ星田駅へのアクセ

ス道として、枚方市域の道路との機能連携や安全性を確保し、かつ、整備の

実現性を踏まえ、星田駅前線の延長及び線形を変更する。」としています。 

次に№２のご意見ですが、まず「都市計画道路の変更」に対し、「星田高

田線の拡幅整備が茄子作・高田まちづくり地区にとっても公益性、利便性に

おいて合理性が高く、南北線道路ネットワークの基幹道路とするべき。」と

のご意見に対しては、市は№１に対する考え方と同様です。加えて「茄子

作・高田地区の将来のまちづくりにおいて南北ネットワークの構築にも有益

だと考える。」としています。「土地区画整理事業の決定」に対し、「星田

駅北地区のＦ・Ｇ地区に関する内容」及び「本都市計画原案をいったん取り

下げ、反対地権者とていねいに話し合いをするべき」とのご意見に対しては、

「事業区域や土地利用計画など、事業の実現に向けた合意形成が図られてい

る状況であり、ご意見の一部内容については実態を的確に捉えたものではな

いと認識しており、計画的な市街地整備が実現されるよう手続きを進める。」

としています。 



次に、№３のご意見ですが、「Ｆ地区に関すること」以外は、直接、都市

計画に関するものではないものの、「事業区域や用途地域、地区計画や都市

計画道路などを定めることにより、計画的な市街地整備が実現されるよう手

続きを進める。」としています。 

次に、№４のご意見ですが、「営農継続希望者等の意見を無視し都市計画

決定を強行すると、今後の具体的な事業の推進が困難になる。」また、「３

０億円もの貴重な市税を投入するにあたり、関係者と十分な検討を行い英断

をもって本案を再度見直し、策定すべき」とのご意見に対しては、「沿道の

乱開発による営農環境の悪化や、営農者の高齢化、後継者不足等により営農

環境の維持が困難な状況が生じている現状を踏まえ、地域の特性、地権者の

意向や営農環境にも配慮した土地利用提案をもとに、準備組合では一定の合

意形成が図られており、計画的な市街地整備が実現されるよう手続きを進め

る。」としています。 

次に、№５のご意見ですが、№４と同様のご意見に加え、「準工業地域へ

の用途地域への変更に反対」とのご意見に対しては、「鉄道駅隣接地区や第

二京阪道路沿道地区など、それぞれの特性を生かした用途地域を定めること

で農・産・住の調和のとれたまちづくりが図られるよう、手続きを進める。」

としています。 

次に、№６及び№７のご意見は、「土地区画整理事業に関連する各種ご意

見」となっておりますが、これまでと同様に、「計画的な市街地整備が図ら

れるよう、手続きを進める。」としています。 

次に、№８のご意見ですが、「倉庫がたくさん並んだ所でどうして「にぎ

わい」が創造されるのか。」や「市自身が最初から一部業者と一緒になって

開発を推進。本来別の団体が負担すべきお金を「技術的支援」という形で税

金から支出しているのはおかしいので計画には反対」とのご意見に対しては、

「地区の特性を生かした用途地域や地区計画を定めることで農・産・住の調

和のとれたまちづくりが図られる。」また「事業の実現に向けて大阪府や枚

方市とも連携して引き続き技術的支援を行う予定」としています。 

次に、№９のご意見ですが、「土地区画整理事業は専門家の間では憲法に

著しく反している。」「決定後、土地買取又は賃料の場合の提示額について保

障はあるのか。」「道路の変更について、星田高田線を拡張し、何も税金を投

入して新しい道路を造らなくても良いのではないか。」とのご意見に対して

は、「土地区画整理法に基づき適正に実施される組合施行の土地区画整理事

業によって、計画的な市街地整備が実現されるよう、手続きを進める。」と

しています。 

次に、№１０のご意見ですが、これまでと同じご意見に加え、「星田北に

住民が住めるような公的施設をつくってほしい。」とのご意見に対しては、

№９と同じ考え方としています。 

次に、№１１のご意見ですが、都市計画に関するご意見ではなく事業実施

に関わるものであり、№９と同じ考え方としています。 



次に、№１２以降は都市計画に対して賛成のご意見であり、市の考え方は

概ね同様であることから、ご意見をまとめてご報告します。 

まず、№１２ですが、「地域でのまちづくりの成り立ちや世話人としての

想いから、良好なまちづくりの実現を望む。」とのご意見。 

次に、№１３は、「星田駅北地区では過去に二度まちづくりに取り組み合

意が得られず断念した。今回は平成２２年２月から改めて取り組み、現在は

約 9 割の方々の理解、賛同を得ている。今後も地権者の理解、賛同を得るべ

く取り組む所存であり、原案どおりの承認を切に望む。」 

次に、№１４から№１６までの３件のご意見は、「営農環境の継続が困難

な中で乱開発が危惧される。土地区画整理事業が最適な手法で、営農環境の

改善と駅前に相応しい活気あるまち、住環境が整備される。地権者の想いを

汲みとり、原案どおりの決定を望む。」 

次に、№１７から№２２までの６件のご意見は、「歪な形の農地で作業効

率が悪く、取水の難しさ、後継者がなく耕作放棄地の増による害虫問題や資

材置き場の乱立など、営農環境は悪化の一途。土地区画整理事業により、周

囲の農環境が保全され、取水や道路づけなど安心かつ効率的に営農継続でき

る事業であり、将来的に後継問題が出ても土地の有効利用の面で安心できる

と認識しており、案に基づいた計画推進を望む。」 

次に、№２３のご意見は、「第２京阪の開通以降、周辺では交通渋滞が多

発しており、新たに道路整備が必要。将来の安全・安心の確保や次世代の土

地活用を図るためにも道路整備を行うことは賛成。また、区画整理事業によ

り、広域交通を担う都市計画道路と歩道を備えた区画道路が整備され、歩行

者や自転車利用者の安全性が向上するので早急な整備を望む。」 

次に、№２４のご意見は、「営農環境の悪化」に関するご意見に加え、「土

地利用が計画的に検討されており、営農希望者の農地についても農地ゾーン

として一団の良好な農空間が形成され、この計画により、将来に亘り良好な

営農環境が確保されるので、区画整理の都市計画決定に賛成。」 

次に、№２５のご意見は、「遊休地の増加や経済性を重視した虫食い的な

民間開発などにより、将来の星田北・高田地区に禍根を残してはならない。」

や「最後のチャンスと思っているので、必ず事業化し、成果を形にしてほし

い。」とのご意見。 

次に、№２６及び№２７の２件のご意見は、「今回の市街化区域編入に合

わせ、用途地域や地区計画が定められると、地区内で建てられる建築物が制

限され、第二京阪道路沿道の利便性を考慮した適正な土地利用の誘導が図れ

るので、将来すばらしいまちができることを望む。」 

以上、№１２から№２７までのご意見に対しては、「地域の特性、地権者

の意向や営農環境にも配慮した土地利用提案をもとに、準備組合では一定の

合意形成が図られている現状を踏まえ、営農環境にも配慮しつつ農・産・住

の調和のとれた良好なまちづくりが可能となる土地利用の誘導等を図るため、

大阪府、本市及び枚方市の三者で十分に協議を行った上で案を作成しており、



地域の地権者等が主体となる土地区画整理事業によって計画的な市街地整備

が図られるよう、本市としては、大阪府及び枚方市とともに本案にて都市計

画法に基づく手続きを進める。」としています。 

最後に、№２８のご意見ですが、「地区計画以外の都市計画には全て賛成

であり、土地区画整理事業の成功を願う。地区計画について、地区整備計画

は現時点では定めないでほしい。土地区画整理事業の特性を良く理解してほ

しい。」とのご意見に対しては、「市街化区域の編入に伴い、まちづくりの

実現を担保するため地区計画を定めることは重要。土地区画整理事業の特性

を踏まえた地区整備計画としており、大阪府及び枚方市とも協議を行った上

で案を作成していることから、本案にて手続きを進める。」としています。 

以上、「都市計画法第１７条に基づく縦覧における意見に対する交野市の

考え方」のご報告とします。 

議案に関するご説明は以上でとなります。 

 

●会 長   ただいま、議第６号から１３号までの説明がありましたが、何かご質問等

はございませんか。 

 

○委 員   土地利用計画案の方で、病院福祉施設系となっていますが、その後どのよ

うになったのかお伺いしたいです。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   ただいまのご質問につきましては、都市計画決定後に土地区画整理組合を

設立され、土地区画整理事業が整った後での、土地利用は想定という中で、

病院等の誘致を考えておられます。 

地元組織の方で進出を以前希望されていた企業の方は手を下ろされたと聞

いています。現在、次の企業を探されていると聞いています。福祉系につき

ましても同じで現在、進出希望企業と調整されていると聞いています。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今の時点では決まっていないことがわかりました。土地利用の紫色に塗ら

れています工業流通系については、具体的に来られる企業は決まっているの

でしょうか。以前にイトーヨーカ堂が来ると話があったが結局来なくなった

ということもあり、どうなのかお聞きしたい。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   第二京阪道路北側ということでよろしいでしょうか。 

 



○委 員   そうですね。第二京阪道路北側と合わせて、南側の紫色に塗られている部

分もお願いします。 

 

○事務局   先程もご説明いたしましたように、土地区画整理事業後に、地権者の方の

土地活用、若しくは保留地処分先の土地利用の方向としましてイトーヨーカ

堂の進出検討という話は事実ですが、今現在手を下ろされました。現在検討

されているのは第二京阪道路北側では大きく２ブロックに分かれていまして、

西側は業務代行予定者の大林組が保留地を取得され、物流倉庫を検討されて

おります。東側につきましても物流系の企業の進出検討をされています。第

二京阪道路南側につきましても物流系あるいは工業系の企業進出の検討、調

整をされています。 

全て区画整理事業が立ち上がり、事業がされてから地元の方などと企業の

方が賃貸契約されたり、売買契約がされたりするということになりますので、

現時点ですべての企業の進出が決まっているものではございません。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今現在、物流系あるいは工業系企業が来るということで、交野市都市計画

マスタープランに書かれている、「田園・活力にぎわい創造ゾーン」と位置付

け、営農環境に配慮した計画的なまちづくりとは異なっているのかなと思い

ました。農業系と示されている部分ですが、先ほどの説明の中で高さ規制を

かけないということでしたが、高い建物が建った場合、日影になり農業を続

けるのが難しいのではないかと思うので、制限をかけるべきと思うのですが

いかがでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   市域全域準工業地域につきましては高度地区の指定をしておりません。今

回、農地等の配置検討にあたりまして、高度地区の指定はございませんが、

建築基準法で配置等の検討をされるものと理解をしております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今の質問と重なる部分があるのですが、参考資料２の土地利用計画案の商

業系で示されている部分は全体の何％くらいになるのでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   今回、示しておりますのは都市計画の手続きを進める時点での土地利用計

画案ですが、星田駅北地区の方のご質問と思いますが、１３％から１４％と



なっております。当然、区画整理組合が設立され、土地利用が最終的に決ま

ってくるので、土地の利用意向も踏まえて、仮換地、換地という地権者の方

の土地が新しく移ったときになってくるものでありますため、あくまで現時

点での案であり、この面積が確定しているものではございません。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今現状ほぼ全域農地となっており、土地利用計画案では農地が減っていま

すが、農地ゾーンの用途地域は準工業地域になるということで、当初農地ゾ

ーンとして保全されたとしても、将来的に宅地や工場等になり、農地が減り

営農環境が悪くなるのではないでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   現状農地が広がっているところですが、大きなまちづくりに進まれた経過

と言いますのが、営農環境が保全されないというところがあります。第二京

阪道路が出来、今までと違う土地利用が市街化調整区域でできてしまうこと

により、一層営農環境が悪くなるということから、農地の保全も含めた都市

的土地活用という方向となっております。農地を続けられる方につきまして

はできるだけ良い環境でしていただけるよう農地を集約するということを聞

いております。 

また農地を集約することにより、取水しやすく、道路に面した土地になり、

現状の他の方の土地を通って自分の土地に入る等の課題が解消されます。も

し将来的に個々に土地活用されたとしても、取水等に影響がないようこのよ

うな形で現在検討されていると聞いております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今回この事業な中で、これまで営農の環境が困難であったところを営農し

やすいように改善を図っていくということで取り組みを進めれているとお聞

きしているのですが、やはり農地ゾーンも含めて準工業地域にするというこ

とで農地を守っていくという方向性が弱いのではないか、市の施策ではある

と思いますが、交野の魅力である農地をしっかり守っていくという施策が併

せて打ち出されるべきであると思います。要望としてお願いいたします。 

 

●会 長   ご意見ということでよろしいでしょうか。 

 

○委 員   はい。 

 

●会 長   今回ベースとなっている市街化調整区域から市街化区域へ変更ということ



になりますと農地を維持していく、営農を支援していくという制度として、

生産緑地制度ですね、そういった制度を利用して税負担を少なくされたり、 

追加指定にあたっては３０年間の営農の要件はあるので、そういう制度を使 

えば、将来的に担保されるツールはあると思います。参考までに。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今回の議案というのは一体でということで、特に第１１号の土地区画整理

事業に関わる都市計画になっていると思いますが、前提として、区画整理の

区域内の地権者の方の合意の形成が十分なされているのかが重要と考えます。

現在の事業の賛成の状況を教えていただきたいです。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   現在２つ準備組合が設立されておりまして、準備組合設立に対する同意や

意思表示をされた方は、星田北・高田地区で約８５％、星田駅北地区では同

様に約８１％です。それ以降、それぞれの準備組合で業務代行予定者を選定

されて事業化に向けて地権者の方と面談を繰り返し行われている中で、具体

的に同意書というものは今後、組合設立に向けて取得されることになります。  

面談されている中で組合認可に向けた賛同状況については、星田北地区で９

０％強、星田駅北地区につきましても８７～８８％は一定賛同と聞いていま

す。 

星田駅北地区は先ほどの意見書等にもありましたように、居宅者やいろいろ

な土地活用されている方もいらっしゃるという中では、まだまだ事業によし

ということや進んでいいものかと考えていらっしゃいます。組合に移行して

諸条件が無いと判断しにくいというご意見があるというのもあります。反対

の意思表示をされている方は１０名弱ということで話を伺っています。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   星田北地区では９０％強、星田駅北地区で８７～８８％ということで同意

という形ではないけれどもということですけれども、星田北の方は地権者が

約１００名とお聞きしており、星田駅北地区では約２００名と聞いておりま

す。 

       やはり、残り１割じゃないかと言われましても、人数的には数十名は賛同

していないという現状であると思います。 

       これまで準備組合でも１００％同意を目指していく、こういう事業につき

まして大阪府でも１００％に近い同意をということで取り組んでこられまし

たので、現在の状況９割前後と言いましても合意形成というところでは不十

分な面があるのではないと思うのですが、交野市、準備組合ではどのように



お考えでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   土地区画整理事業と言いますのが、減歩、個々の地権者の方から土地を提

供する事で新たなまちを作っていくということで、地権者の方の環境の変化

であったり、事業の成立というところでリスクも抱えられる中で、地域の中

で長い期間、検討されてきたという中で、今組合設立に向け取り組まれてい

るものと理解しています。 

       事業に対して反対されている方もおられることは認識しています。準備組

合においても反対者がおられるという認識のもと、まちづくりの経過という

ところでは、居住者の方等の中で現状でも満足しておられる。ただ、将来を

見据えたときに、現状でも周辺で違う土地活用をされ始めている、農地であ

れば自分も高齢化してきた、次の後継者も不足している、このまままちづく

りに取り組まずに調整区域のままの状況でどうなるのかというところで非常

に危惧されています。 

       両地区で平成２０年、２２年頃からかなり長い時間をかけて検討されてき

ていると、そのあたりも総合的に市としましても受け止めていますし、都市

計画の決定、大阪府でも市街化区域への編入という要件がある中で、今回こ

の地域はその要件にあてはまるものとして都市計画手続きを進めていただい

ておりますし、交野市といたしましても枚方市と連携し、地域の想い、繰り

返しになりますが、一部まだまだ賛成されていない方がおられるのは重々承

知していますものの、１００％にならないと都市計画の手続きに進まないの

かといいますと、そういうものではないのかなと、市といたしましても大き

な方向性の中で判断し、地権者の大きな想いのところ、交野市のまちづくり

をどう進めていくべきかというところで、交野市として判断し都市計画の手

続きを進めているところです。 

       おっしゃられるように、今後、準備組合の中で合意形成に向け今も取り組

まれている。また組合設立後においても、ご賛同いただけない方につきまし

ても継続して何とかまちづくりのご理解を得られるよう取り組まれていくも

のだと考えておりますので、市としましてもこのタイミングで手続きを進ま

せていただきたいということですのでご理解の程よろしくお願いします。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   長い期間をかけ、計画的なまちづくりに取り組んでこられたこと、また星

田の駅前でもありますし、計画的な都市計画道路の配置等は必要であると思

いますけれども、区画整理事業の制度上、事業が認可されてしまえば、反対

していても移転、減歩等が迫られる仕組みになっておりますので、いま少な

くない方が賛同されていないという状況のもとで、この都市計画決定を行っ



てしまうことには、今の時点では私自身賛同しがたい点がございます。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   先ほど農地の件で話がありましたが、乱開発であったり、資材置き場の件

であったり、そもそも交野市が指導していくべきことで、区画整理と直接そ

ういうのとは少し違うのかなと思います。実際にですね、営農するゾーンと

今現在居住者が２０数名、駅北の方に住んでおられるとお聞きしております。

その方たちがお家を移動する、移転してくださいということで、議案書２８

ページの方でＡ地区へ移転してくるということをお聞きしているのですが、

農地をされている方にとってはお家の位置と農地の位置が非常に離れてしま

うのではないか。返って農地を続けたい方にとっては不便であると思います。 

もう一つ、農地に関してですけれど、平成３０年に組合が設立されて、工

事が完了するのが平成３４年という形でお聞きしていますが、この４年間で

すね農地をされている方は工事が始まれば農地ができないと思うのですが、

また、工事が終わっても土につきましても普通の土と違うと思いますが、農

業するための土にするには年月がかかってくると思います。そのあたりにつ

いて交野市はどのように考えておられるでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   まず一点目ですけれど、市街化調整区域であっても建物については一定制

限がありますが、建物を建てない土地利用というものが一定認められていま

す。法律の適用の範囲内で市が法律で認められているものを指導というのは

現実的にはできないという中で、ある一定そういった広がりが広がっている

というのはやむを得ない状況です。今現在、星田北、星田駅北地区両地区で

市が危惧していたほどそういう広がりがゆるやかであるというのは、星田北、

星田駅北地区両地区でまちづくりの申し合わせがなされ、将来一体的なまち

づくりを目指すためにはできるだけ土地活用をされないよう、ご協力いただ

き進められてきた中で、土地活用が抑えられてきたと認識しております。 

       二点目ですが、駅北地区にお住まいの方につきましてはＡ地区に移転を第

一番にと話し合っているとお聞きしております。これはＡ地区というところ

が既存の住宅地があり、水道、下水道等が一定整備されているエリアであり、

現状のところから整備ということもあり、できるだけ早い段階で直接移転を

していただけると、ただ、ここしかダメということではなく、他のゾーンで

換地の希望が出るのであれば、造成工事との兼ね合いで仮移転の後に希望さ

れるゾーンの造成完了後に移るということは事業の中では十分考えられるも

のであると考えております。ただその結果、区域内で農地をお持ちの方で今

までお住まいと農地が近い方で移転されることにより、若干距離が遠くなる

や不便になると感じる方がおられるというのはあるのかなと思いますが、何



十キロ先とかに移転ではなく、同じ地区内に移転ということで、地区外の農

地を探してということではなく、一定緩和されているのかなと考えておりま

す。また今回農地を希望される方につきましては、農地ゾーンをつくるにあ

たりましても、全体的に造成が必要であることから、駅北地区では４年から

５年ほどの間はやめていただくというお願いはされております。ただその期

間、やめておくわとおっしゃっていただける方もいらっしゃれば、引き続き

されている方については地区外で代替の農地の相談等を準備組合の方で検討

されているとお聞きしております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   現在、住まれている居住者の中で、お家があってその裏に農地がある方に

とっては、お家と農地が離れることが確実であるということで、緩和される

ということはちょっとしっくりこないと感じました。また準備組合の中で、

工事中に土地を別の所で用意するという、組合内部でのお話しにはなってく

るのかなとは思いますが、換地先がどこになるのか本人が自分で見つけてく

ださいという回答をされているというお話をお聞きしています。 

       すみません、話を移りまして、同意率の件でお聞きしましたが、現在賛同

という形で、元々準備組合に入るかどうかの同意であって、このまちづくり

の内容に対して同意しますという同意率ではないと思っております。先ほど

今現段階で、そういった同意書ではないけれども賛同という形で９割、８割

取っていますとお話しされていましたが、実際にですね地権者の方から開発

の内容について何も決まっていないのではないかという声が増えてきている

と一部で聞いております。特に議案書の２８ページの星田駅北地区の計画図

の方で、Ｆ地区・Ｇ地区におきまして、縦覧に対する意見におきまして交野

市の考え方として、「実態を的確にとらえたものではないと認識しており・・・」

となっておりますが、私自身実際に調べさせていただいたところ、組合の役

員５名の方がですね、この土地の約４５％で、親族の方を含めますと約６０％

以上の方が、Ｆ地区・Ｇ地区の土地を所有されているということであり、こ

の地区の減歩がゼロであるということで、平均減歩４割皆さんが強いられて

る中で役員の方がゼロということで不満が広がっています。そのあたりどう

なのか交野市のご意見をお聞かせください。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   一点目、宅地と農地のお話のところで、換地先というのはすべての方が農

地ゾーンに移っていただかなければならないものではございません。長期的

に農地を続けられる方につきましては、集約される方が良いというところで

農地ゾーンに配置をご検討いただけますし、お住まいの宅地と農地を隣り合

わせでという方につきましては、換地先をそういったご意向で、準備組合の



中でご検討いただけるものということで、付け足しのご説明とさせていただ

きます。 

       あと、同意の状況ということで、我々は同意の状況を確認させていただい

ているのは、両地区の準備組合の総会や説明会であったり、業務代行予定者

の方が地権者の方に面談されていたりする中で、そちらからお伺いしている

中では着実に事業への理解は進んでいるということをお聞きしております。 

       二つ目、Ｆ地区・Ｇ地区の話をされましたけれども、星田駅北地区の総会

において、なぜこの地区を区画整理に入れない判断をされたのか改めて説明

をされまして、その時にご質問はあったものの最終的にＦ地区・Ｇ地区を区

域に入れることに賛成するという意見は出てなかったと認識しております。 

一方、大阪府では市街化区域編入、本市では用途地域等設定させていただ

くと言いますのが、土地活用がされていなかったエリアで、市街化調整区域

で今回市街化が見込まれるエリアにつきましては新たに市街化区域に編入し

ていこうという考え方、加えましてＦ地区・Ｇ地区につきましては新しく市

街化区域に編入する区域に隣接しているところで、既に一定土地活用がされ

ているところで、市街化区域編入、用途地域等の指定につきましては大阪府

と交野市で協議を行っており、今回一体的に、土地活用が図られていること

や今後も良好な市街地形成を図っていくべきエリアとして指定をさせていた

だいておりますので、減歩がゼロというお考えをされる方がいらっしゃるの

かなと思いますが、Ｆ地区・Ｇ地区の方からすれば、今まで調整区域で府道

沿いでありますので一定土地活用が図られているという中で、市街化区域に

入る必要性がないという考えの方もおられます。これまで星田駅北地区のま

ちづくりを取り組まれてきた中で将来的に建物規制などまち並み形成という

ところで、一体的にまちづくりのルールを定めましょうということで御認識

いただいております。ですので、片方が減歩がある、ないというのは駅北地

区の準備組合の中でそういった議論が広がっているという認識はございませ

んし、Ｆ地区・Ｇ地区を区画整理事業区域に入れるというのはどちらにとっ

ても、事業の実現性にメリットがないと十分御認識されているということで

市といたしましても認識しております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   区画整理事業区域に入らないけれども市街化区域に編入されるということ

で、Ｆ地区・Ｇ地区の東側についても市街化調整区域であるかと思うのです

が、無理にＦ地区・Ｇ地区を市街化区域に編入しなくてもよいのではないか

と感じております。当初ですがＦ地区・Ｇ地区を区画整理事業の地区に入れ

ていらっしゃったかと思うのですが、高額の移転補償費がかかるということ

で、駅北地区の将来を考える会の総会の方で説明されていましたよね。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 



 

○事務局   先ほどの件につきましては、総会の中で説明させていただきました。準備

組合になるときに区画整理事業を検討するエリアとしてＦ地区・Ｇ地区を外

させていただきましたので、区画整理区域として検討する地区に入れたとい

うことはございません。まちづくりの実現をするエリアとして検討してはき

ましたが、区画整理事業として検討してきた区域ではございません。 

       補償金が上がるという話がありましたが、当初将来を考える会のパートナ

ー企業でありました戸田建設から提案していただきました４０％の減歩を取

った時に、まだ個別に個々詳細の減歩を示してるわけではございませんので、

ある一定まちなみを検討させていただいたときに土地利用されている方につ

きましては、平均４０％ではないかもしれないですけれども、平均１０から

２０％取った時に、今の現存の建物の敷地面積が確保できるわけではなかっ

たので、その時は建物の補償が必要であろうという前提で概算事業費という

形で計算させていただいておりました。その後、パートナー企業から業務代

行予定者になり、検討も深まった中で、概算補償費ですね、地権者皆様のお

家にも入らせていただきまして、改めて補償費等を見させていただきまして、

補償の有無を踏まえまして、外観から目視として概算補償費を計算した中で

区域から除外した方がよろしいかということをパートナー企業として提案さ

れ、将来を考える会として、そこは区画整理の検討区域から外すという総会

の議を経て、今の区域になったものと認識しております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   市の説明においても一番肝心なことがちょっと説明されていないのかなと

思いまして、区画整理法の第２条に何が書かれているかと言いますと、区画

整理の目的は公共施設の整備と土地の利用の増進となっているんですよ。こ

れは従前の土地と区画整理をした後の従後の土地の価値はイコールです。例

えば農地の場合、農地ですけれども宅地に変えていく道路等の造成がありま

す。仮に減歩率が５０％ですと、宅地の価値は５０％に見合うようになりま

す。これが区画整理の考え方で価値はイコールです。そのことから考えれば、

先ほどのＦ地区・Ｇ地区は前にも後ろにも公共施設があります。宅地なんで

す。あと何ぼ土地の増進をするんですかという話になります。それを区画整

理区域に入れてしまえば、減歩率がかかってしまいます。減歩のかかった方

は前も後ろも道路ですから、おそらく１５％から２０％くらいになるのでは

ないかと思うのですが、鑑定は不動産鑑定士が行いますので、そのあたりは

確認が必要ですが、それだけの土地の利用増進があるんですかとなってしま

うんです。仮に私がそこの土地を持っていたとしたら、２０％減歩ですと言

われましたら、増進はどうなんですかと聞きます。ないでしょうから。また

道路を入れるにも入れられない状況だと思いますので、なんで減歩を取られ

るのかとなり、納得がいかないと思います。そこが一番のポイントだと思い



ます。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今回、この都市計画についてはまだまだ、駅北の方で反対の方多数おられ

るという中で、もう少し交野市さんも入っていただいていたら、もう少し違

ってきたのかなと思います。まあ先延ばしと言いますか、これが計画通り進

みまして、着手とか、組合設立まで行かなかった場合どうなるのか、今回の

審議会でこのまちづくりを進めるのか進めないのか大きな枠での判断になり

ます。組合が出来、組合の中で調整していくようになるのか、そのところと

スケジュールとですね、何をどうここで決めなければいかないのか。また色々

と問題があるんですね。その問題を解決できなかったら、これはどうなって

いくのかと後々考えていくと交野の開発が控えているわけですけれども、大

きなところとその後で細かいところを決めて行かなければいけないと思いま

すがその手順と、うまくいかなかった場合も含め、大きなスケジュールとい

う部分で心配もしているのですが、交野市が業務代行予定者や準備組合に任

しているというところですが、反対の方を説得するなど入っていくなどやっ

ておられないのでしょうか。私自身わからないところもあるのですが、全体

的なスケジュールとそのあたりをお聞きしたいです。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   地権者の方への市の関わりというところですが、両地区とも業務代行予定

者が選定されるまでは交野市の方が事務局を担っておりましたので、準備組

合へ移行する段階の同意書収集ですとか、それ以降業務代行予定者が決定さ

れるまでは市事務局として個別地権者の方とは事務局の役割の中で、事業化

への合意形成ですとか理解を深めるという動きはさせていただきました。業

務代行予定者が決定されてからは事務局が業務代行予定者に移管をされまし

たので、市といたしましては役割分担という中で、都市計画手続きの方をこ

れまで取り組んで参りました。 

また手順というお話がありました。今回案件の中で土地区画整理事業の決

定でございますが、組合の事業をすることが決まるものではないということ

はご理解いただきたいと思います。あくまで将来のまちづくりをするのに必

要な内容といたしまして、第二京阪道路沿道という中では、ある程度一体的

なまちづくりが、よくある民間の開発で少しずつまちが広がっていくという

ものではなくて、一体的にまちづくりが実現されるという大きな目途を立て

ることが、大阪府での市街化区域編入の要件になっております。ですので、

こういう地域の取り組みも含めて、大阪府でも一定そういうタイミングとい

うところでご判断いただいたと理解しておりますし、市としましても併せて

都市計画の手続きをしていくと、都市計画については市街化区域編入のみ決



めてそれ以外のルールを決めなければ乱開発を引き起こします。ですので、

あわせて、こういう地域に求められる、鉄道駅に近いのでどういう土地利用

を、第二京阪道路に近いのでどういう土地利用をというところで特長も生か

した用途地域等を市として定める手続きをしています。区画整理事業は今回

市街化区域に入った後、せっかく一体的なまちづくりを検討しているのに、

個別の開発が出来てしまうということになります。そこを一体的なまちづく

りができるよう、そういうところをコントロールできるように都市計画に土

地区画整理事業の決定を位置付けることにより、一般的な民間開発ができな

いように一体的に取り組んでいけるようにしましょうと、ただ区画整理事業

を進んでいく区域の設定につきましては、両地区で組合設立認可の申請をさ

れます。そこでどういう区域で事業をされるのか最終判断されるということ

になります。それで認可を受けられて、事業を開始した後に、事業の進捗の

中でどうしても、土地を触れないというケースが想定されるかと思いますが、

組合事業の中で、区域から除外するという手法も考え方の一つかと思います

し、法律上でいう直接施行ということは法律上規定されています。ただ、地

元としてそういうことを望まれている事業ではございませんので、最終的に

は組合事業の中で判断されることになります。今、ご審議いただいているの

はあくまで一体的なまちづくりの中でこの手続きがなければ全く動きません

し、先ほどご質問ありましたように、手続きが伸びたらという話につきまし

ては、区画整理というところで国、大阪府、市の方で新たなまちづくり、都

市計画道路の整備に対してというところで、補助金のメニューがございます

ので、国の補助に合わせて府、市も協調して補助をしていこうというところ

です。それにつきましては３０年度の事業着手であれば一定の補助金が受け

れる要件が備わっているのですが、それが１年以上ずれていきますと、国か

らの補助要件が外れてしまいまして、補助金の収入部分で言いますと少し減

ってしまうということになり、土地の利用増進に見合った減歩ということが

前提ですけれど、減歩は増やさないと事業が成立しない。一方でそれだけの

土地利用の価値が見込めないとなりますと、区画整理事業自体が成立しない

という可能性が出てまいります。というところも含めて市としてもこのタイ

ミングで都市計画の手続きを進めていく考えでございます。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   私は交野に住んで５０年数年になるんですが、駅前で広大な農地を中心と

した空間があるというのは本当に珍しかったなと気がいたしています。なん

で今まで早く開発が進まなかったのかなという気がいたします。昭和４５年

に第二京阪道路の計画決定がなされて、一番反対運動が激しかったのが交野

市であった。結局、第二京阪道路を反対して結果として本当に良かったのか

ということを反省して考えてみると、何も良いことがなかったような気がし

て、結果的には４５年当時のものが、要は交野市要望そのものが、実現でき



なくて通常の高架方式の道路になったのではないかと。やはり、事業にはタ

イミングと時期があると思います。ですから、そのあたりを逃したら区画整

理はもう二度とできないと思います。土地利用の考え方を見てみますと農地

をお持ちの方で専業農家の方は少ないと思います。ほとんどが兼業農家の方

が大多数だと思います。そうするとその方たちが本来、自分の持っている農

地をどういう形で活かしていくのか、ということを本当に真剣に考えておら

れ今の結果になったと思います。組合をまとめておられる方は相当な苦労を

しながら取り組まれてきたと思います。そういうことから考えるならば、い

ま土地利用の考え方で、工業地域が第二京阪を挟んでありますけれども、農

地ゾーンがある程度、区画道路の南側にずいぶんたくさんあります。一部第

二京阪との間にもありますけれど、ほとんどはそういう意味では農業的に営

農しようとするならば、その位置で日照ですとか考慮しているという考え方

の土地利用ではないのかなと思います。そういう意味で、あまり詳細な事は

事業をやろうと思えば、１００％同意なんてことはほとんど不可能です。で

すからある程度９０％、９５％と色々ございますけれども、そのあたりに近

くなったらば、そのあたりで市自身もＧＯサインするのかしないのか、相当

決意をされてやっておかないと、後々農地をお持ちの方が反省する時期が来

るのではないかなと思います。 

 

●会 長   ご意見ということでよろしいでしょうか。 

 

○委 員   はい。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   議案第１２号の方で東部大阪都市計画道路の変更についてお聞きしたいの

ですが、星田駅前線について、星田駅前から枚方の府道１８号線までとなっ

ていますが、交野市と枚方市に跨るという計画の道路になると、交野市と枚

方市とこの都市計画道路の考え方について、意見等もありますけれども、交

野市が技術的な支援として税金を支出するのかというご質問もありまして、

枚方市に跨る計画道路ですので、今まで枚方市ともいろいろな形で、協議は

されているのかと思いますが、今後も協議はされていく必要はある。その点、

技術的な支援についての考え方をお聞きしたいと思います。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   星田駅前線につきまして、位置付けといたしましては、大きなまちづくり

の中で、新たな交通量の処理をしていくために、現在の市道星田北線が南北

に通る道路、その隣に意見書でも出てきました星田・高田線というものがあ

るのですが、事業区域内についてはその中で道路を拡幅するということは十



分考えられます。ただその先、枚方市域につきましては枚方市として都市計

画の予定はない、拡幅する予定はないということをお聞きしておりますし、

枚方市域部分につきましても交野市として大きなまちづくりの中で交通処理

に必要なネットワークというところで、星田・高田線の枚方市域から先が枚

方市として計画がない以上、そこに交通負荷をかけないためにも、新たな南

北道路ということで星田駅前線を交野市が枚方市を含めて一体的に都市計画

決定を上げさせていただいております。 

       技術的支援と言いますか負担と言いますかにつきましては、枚方市と協議

させていただいておりまして、交野市の都市計画として位置付けさせていた

だくものですけれども、枚方市の方の考え方としては、枚方市域の道路の計

画は元々位置付けがない道路ということで、枚方市が計画を打つことや費用

負担面についてはなかなか難しいという話をお聞きしている中で、交野市と

してはこのまちづくりの手続きと合わせて適切な交通処理を行うためには、

どうしても駅前線が府道まで接続する事が必要であるということで交野市の

方が責任を持って都市計画の決定を打たせていただくことと、整備につきま

しても基本交野市が担っていくような考え方であります。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   もう一つ道路についてですが、交野久御山線と府道枚方富田林泉佐野線の

交差部からですね、今回新しくできる星田北中央線につなぐ交差点のところ

ですが、どういう形で星田駅の広場、また寝屋川の方へ抜けるという形で今

後、交野市としては道路のところをどういう風な形で進めていただくことに

なるのか。おそらく駅前広場に行くショートカットになる、寝屋川の方へ抜

ける一つの道になるのではないか思います。大事な部分ですので、渋滞が起

きたら大変なことになりますし、今後恐らく車も増えてくるだろうと思いま

す。交野市として府道から星田北中央線の方に抜けるルート的なところを今

後どう考えているかお聞きしたい。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   星田北中央線につきましては当初、交野久御山線と神出来交差点から星田

北線に向かいまして都市計画道路の線形を加えまして警察協議等をさせてい

ただいておりました。その土地利用の中で、当初は「アリオ」という大型商

業施設があり、それが来なくなったことと、神出来、神出来南と新たに設置

する星田北中央線との交差点の距離が非常に短いということもあり、交通管

理者であります警察の方から、かなり交差点処理が難しい路線であると、特

に府道枚方富田林泉佐野線の交通量と久御山線の交通量を考えたときに、星

田北線と星田北中央線が交差した部分の交通量を考えたときに厳しい交差点

になるというご指摘をいただきまして、今現存の都市計画道路の線形であっ



ても、その交差点は非常に厳しい交差点ではあるが、新しい交差点の線形を

認めてしまうと、それで造らせてくださいと言った時に反論できなくなりま

すので、新しい交差点の案についても協議に応じられないという形をいただ

いております。発生の交通量等を勘案させていただきまして、今現在の土地

利用であれば交差点におきまして渋滞が発生するという結果が出ていないと

いうご報告をさせていただきました上で、今後、久御山線と枚方富田林泉佐

野線、星田北線の線形の中で、どのような処理ができるのかという協議をお

願いいたしますと交通管理者と継続協議という形をとらせていただいており、

その案については固まっていませんので、これから十分に協議をさせていた

だけたらと思っております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   道路についてお聞きしようと思ったのですが、今ありましたので、議案第

７号で１０ページの準防火地域についてお聞きしようと思います。１０ペー

ジを見ますと既存宅地になっている部分が離れ小島になっていると、現在も

未指定で、このように至った経緯について教えてください。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   既存の住宅地が星田駅の北側にございまして、今回この地区についてはす

でに土地利用が図られているというところで、区画整理の区域から外してい

ることと、すでに市街化区域になっています。今回関連の都市計画につきま

して、準防火地域の指定の考え方につきましては、新たに市街化区域に編入

をし、将来的なまちづくりを検討しているエリアについて用途地域、高度地

区等含めまして、準防火地域を指定していくというところで、新たなまちづ

くりを進めていくエリアについて準防火地域を指定していくという考え方を

整理した上で、既存の場所で第一種中高層住居専用地域にはなっているので

すが、既に住宅地を形成されているゾーンでございますので、新たなまちづ

くりを進めていくエリアに対して準防火地域を指定していくというところか

らは外させていただきました。全体的には準防火地域に指定していくことが

望ましいエリアがございますので、そういう市街地について既存住宅と合わ

せて、今後市としても検討していきたいと考えております。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   方針につきましては市が定められたものであって、なんら法的拘束力、根

拠のないものだと思います。この地域全体のことを考えれば、この離れ小島

のようになった未指定区域が残ることで、今回のエリアについて何かメリッ

トをもたらすものですか。 



 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   メリットということに当てはまるかはわかりませんが、準防火地域に指定

した場合、もし火災が発生した場合に延焼拡大の防止の効果が非常に大きい

のかなと認識しておりますので、今回新しくまちづくりを進めていこう、市

街化区域に編入していこうというエリアにつきまして準防火地域をさせてい

ただくものです。ただし、既存の住宅地のところに後から指定することにな

りますと、そこの地区にお住まいの方につきましては、今後、建て替えであ

ったり、新たに建物を建てられる場合には、準防火地域の指定がありますと

壁や屋根等につきましては不燃性の建築基準法に定められた対応をしていた

だくということで、費用負担がプラスになっていくというところでございま

すので、そこについては当然、制度化する事での将来的な費用負担を含めま

して説明の上、理解を深めていただくところ、あわせて交野市域でまだまだ

準防火地域の指定ができていないところについては、市域全体的の課題とい

うところを捉えさせていただきまして、今後しっかり取り組みをさせていた

だきたいと考えております。 

 

●会 長   引き続き、委員どうぞ。 

 

○委 員   ただ今のご説明ですと、準防火地域の指定すべきなのにまだ取り残されて

いるというところがあるから、ここについても指定しなかったという風に聞

こえてしまいます。他もまだのところがあるから今回は見送ったという風に

聞こえてしまう。これは行政の仕事としては、私は仕事の先送りであると思

います。今回一体でやるべきであると再三、ご説明の中で拝聴したように思

います。とりわけＦ・Ｇ地区の市街化区域への編入についても、ここは一体

でやるから編入するのだというご説明もあったように思います。これと平仄

を合わせるのであれば、準防火地域についても未指定区域があるのであれば、

一体として行うという方がより説得的であるし、また統一も取れた行政の姿

勢であると申し上げまして、この件について質問を終わります。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   今のご意見については、しっかりと受け止めさせていただいて、今回の都

市計画の案については提案させていただいているもので、今後指定が出来て

いないところについては、頑張って取り組んで参りたいと思います。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   今回、駅前広場は３，８００㎡程新設されるというところで、今の既存の



駅前広場との関係性はどうなるのでしょうか。今のものを廃止して、こちら

にもってくるということでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   駅前広場につきましては現在既に決定はされております。面積につきまし

ては約３，７００㎡で、暫定整備という形で、３，０００㎡弱で供用開始を

させていただいております。その中で一部今回のまちづくりに併せまして、

駅前線の線形変更も含めまして少し左側にシフトさせていただきまして、３，

８００㎡の駅前広場を位置の変更、形状の変更も含めてさせていただきたい

と思います。今現状では西側からのアクセスしかできなかったものを北側並

びに現状の西側からもアクセスでき駅前広場の機能は十分できていますし、

南側へ抜ける道につきましては現道へのタッチもさせていただいております

ので、支障等があるものではございません。 

 

●会 長   引き続き、委員どうぞ。 

 

○委 員   私の質問の本意を言いますと、今の既存の駅前広場は２，０００㎡もない

のではと思います。今回は３，８００㎡で倍近くになるなと思うのですが、

それだけ広くなるとバスのバース数がどれぐらいになるのかということ。そ

れからかなりバース数も増えると思いますが、そうなってくると今の既存の

電車沿いの道路がありますね、寝屋川の立川沿いの道路でバスが通るときす

ごいことになっている。子供さんとか高齢の方とかは覚悟をもってあるかな

ないといけないような道で、直接関係ない話かもしれませんが、駅前広場が

広くなると、タッチする道路をどうするのか、大阪府には既に拡幅の要望を

出されているかもしれませんが、あれは非常な問題と思うのですがそこはど

うお考えでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   星田駅の北側へ行くバスルートがあるのですが、交野市域側でバス等がな

かなかすれ違いが難しい箇所だと思っております。そこにつきましては以前

から交野市としまして、府道でありますので大阪府の方へ道路拡幅の要望は

させていただいております。先ほどご質問ありました、駅前広場をつくるこ

とで、バスバースは２か所を想定しております。バスの停まる場所とあわせ

て、自家用車など送り迎えのスペースであったり、ゆったりとした駅前広場

をつくらせていただいたというのが一つでございます。 

       バスのことについて府道のところについては事業と直接的な関係はござい

ませんが、今回まちづくりをすることで、市としては星田や寝屋川の方から

星田駅を利用する方は増える可能性がありますので、引き続き周辺の府道に



ついてはしっかり要望の方をさせていただきたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。 

 

○委 員   先ほど道の話がありましたが、大林組の方は元々一体開発ということで、

道の計画がなかったと思います。途中で星田・高田線が枚方から下りてくる

ようになったと。それで大林組さんのところはこうなったと。そこから先が

廃道になってしまっているということで、当初なかった星田駅前線が府道ま

で伸びると、これもったいない話で、これはもう廃道で決まっているのでし

ょうか。それとも今後の開発の中で決まってくるものなのでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   今ご質問いただいた、星田・高田線ですが、画面で示しています部分に現

道がございます。道路の話でご説明させていただきましたが、元々ある道路

を拡幅して事業を進めていくということも以前の検討状況の中にあったのも

事実でございます。ただし、区画整理事業をしていこうとする区域だけを道

路拡幅をした際に、それと接続する道路が広がらなければ、その狭い道路に

余計な交通負荷をかけるというところが一番の大きな問題になってくるのか

なと思います。北側の画面白いエリアでも今回一体的に事業が行われるとか

道路の拡幅整備が予定されるということであれば、今回の星田北、星田駅北

地区でもそういった検討が進んだのかもしれませんけれども、地元では協議

会の中で将来的なまちづくりを検討されているものの、どちらかと言えば農

の保全を検討されているとお聞きしておりますし、枚方市の方では都市計画

道路としては地区の東側が都市計画道路として整備済みであります。隣接し

たところで新たに都市計画道路としての計画はお持ちではないですし、今後

この道路を拡幅する予定もないことを明確に地域の方へもご説明されている

とお聞きしております。その中で新たなまちができることで南北方向の道路

で北側から流入してくる車をどう処理するかを考えたときに、今ある星田・

高田線のところの負荷の低減をさせることが大事ということで星田駅前線を

新たに府道１８号線まで接続をさせたということが大きな理由でございます。

ただそういう検討を進めていたのですが、第二京阪から北側について、イト

ーヨーカ堂の後も、業務代行予定者の大林組さんの方では土地を一体的に活

用を検討するということで、当初は真ん中の道路は駅前線の方に一定付け替

えをされているという考えをしていたのですが、今の土地利用の検討状況で

は大きく２ブロックで土地利用を検討されているという中では、周辺の第二

京阪道路までの道の利便性ということで残してほしいという一部ある声の中

で、今現在は星田・高田線の第二京阪道路までは機能を残すという検討をさ

れています。ただ具体的な道路幅員や道路構成については今現在検討されて



いるというところです。一方で駅北地区の方の道路につきましては、これに

つきましても道路の機能につきましては、都市計画道路の星田駅前線で代替

機能が十分確保できていると、星田北地区から駅の方へ下りてこられる場合

には、第二京阪を過ぎて、水道道と呼ばせてもらっている道路についても事

業の中で歩道がきれいに整備をされます。その後、星田駅前線を通り、星田

駅の方へ来られるということで、非常に安全性が確保される、機能としても

代替機能が確保できると考えております。ただ、利便性というところを見た

ときに、今はその線形がない土地利用となっておりますけれども、北側から

駅に向かって何かしらショートカットといいますか、そういう機能が必要か

どうかは駅北地区の方で今現在検討されているというところです。星田北地

区の方で星田・高田線の機能を残すと示されたのが昨年の年末あたりでした

ので、それの方向性を受けて駅北地区でも今後、機能性が必要かどうか検討

していくということで、市の方でも認識している状況です。 

 

○委 員   なんでかと申しますと、駅前線は第二京阪と平面交差していますよね。星

田・高田線は下を通っていますよね。利用する側からしたら、水道道で止ま

っているのはもったいないなと思います。信号の時間を考えると、新しい星

田駅前線ができるのですが、なるべく有効な利用ができないかと思った次第

です。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   第二京阪の下が信号がない交差点が便利であるということなんですけれど

も、第二京阪ができてから星田・高田線で交通量が増えているというところ

で通りやすさがあるということをお聞きしてますし、交野市域でまちづくり

をするにあたっては利便性だけではネットワークを判断すべきものではない

と、安全性が一番の要件であると考えておりますのでご理解の程、よろしく

お願いいたします。 

 

●会 長   他にご質問はございませんでしょうか。時間も押してきましたが。 

 

○委 員   星田・高田線についてですが、新しくできる星田駅前線について、第二京

阪道路から府道１８号線につながるところですが、元々都市計画道路として

では無く、追加するということですけれども、星田・高田線に関しても以前

から住民の方から拡幅してほしいというお声があるということは市の方でも

認識されているかと思いますが、枚方の方は意向がなかったと、都市計画道

路も枚方で意向がないということであれば、同じなのかなと思います。本当

に住民の方が存続を望まれている道路という方をどちらかと言えば拡張して

残していくべきではないかと思っております。 

       交野市としても星田・高田線の廃道廃止について、枚方市道高田・星田線



道路整備推進協議会さん宛てに、星田・高田線廃道廃止を含めて、適正な道

路計画となるよう文書回答されているかと思うのですが、行政として指導す

べき立場ではないのかなという風に思っております。その指導の進捗状況を

お聞きしたいのと、この都市計画案自体が新道を通る前提に用途地域等が指

定されていますので、星田・高田線が今の現段階では水道道のところで止ま

っておりますけれども、新しく引いた場合には、また線形も変わってくるの

かなと感じております。そのあたりの市の見解をお願いいたします。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   まず１点目ですが、道路を新たに整備するにあたって、今回枚方市域です

ので、事業の区域外ですので、地権者の方の土地の提供ということでご協力

をいただくということで、これから決定されれば進んでいくことになります。

今ご質問いただきましたけれども、今回事業区域の外側、高田・星田線から、

画面で示しますところ、自治会がございます。この事業を進めるにあたり、

市としても都市計画を進める立場で、何度もこの地域の方とお話をさせてい

ただいておりまして、我々がお聞きしておりますのが、高田・星田線の周辺

の方は道路の拡幅を望まれておられません。第二京阪道路ができて、通り抜

けで非常に交通量が増えてしまっているということで、道路沿いにお住まい

の方はすごく危険性があると、実際に周辺のまちづくりの協議会で枚方市に

拡幅要望されていますのも、安全性を確保したいということで拡幅要望され

ております。ただ、実際として沿道の方も道が広くなることに対してあまり

望まれていないという話を直接お伺いしております。ただ利便性ということ

では、道路を利用されている周辺の方は道路の機能が残るというご意見があ

るのだろうと思います。我々が都市計画をもしそこを位置付けるというので

あれば、道路用地を市として買収させていただかないといけないので、高田・

星田線沿いの方ともお会いさせていただいていますし、今回計画しておりま

す、駅前線の枚方市域部分の地権者の方とも都市計画を進めていくにあたり

お会いさせていただいております。トータルの実現性というところで、今現

行の駅前線というところが、そういった位置付けや実現性も含め、市として

進んでいくという判断をしているところです。確かに、今ある道路を広げる

というのは費用が安く整備できるのかもしれませんが、沿道に建物が建って

いたりしますので、駅前線は農地ばかりの土地を購入させていただく考え方、

枚方市域の高田・星田線については、土地を購入させていただくことに加え、

建物補償をさせていただいて、ご自身で次の場所を探していただくというこ

とになってしまいます。そういったことを含めて、より実現性があるか、そ

の地域の方との話の中で、どちらがよいか市として判断していく中で、星田

駅前線を考えておりますので、ご理解の程お願いいたします。 

        

       二点目の星田・高田線中心に土地利用を変更をという話につきましては、



基本的には星田・高田線、高田・星田線の拡幅というのはありません。その

前提でまちづくりが進んだときに、どのような土地利用ができるのかという

ことについては、都市計画の道路ネットワークを踏まえた上で、駅前線とし

て、府道１８号線まで接続させた方が利便性は高いという判断のもとで、駅

前線の線形並びに駅前広場の形状や位置等を決定させていただいております。

星田北中央線につきましても、そのように決定をさせていただいております。

まだ土地利用案ですので、根幹となる道路を中心としてどのような土地利用

をされるのかという判断になりますので、これをベースに描かせていただく

というのは当然のことと思っております。 

 

●会 長   委員。ご質問はよろしいでしょうか。 

 

○委 員   水道道から駅に向かって、星田・高田線を残す形ではないですけれども、

残すような形になった場合、信号ですとか星田・高田線と星田駅前線が近付

く部分、２０から３０ｍくらいになるのかなと思いまして、信号設置は難し

いのではないかと考えます。そのあたりいかがでしょうか。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   交通管理者の方から信号設置についてはゼロベースで考えてくださいとい

う提案をいただいております。本当に必要な部分でしか信号設置はできない

という形で考えてください話は聞いておりますので、信号設置については考

慮していただかなくて大丈夫かなと思います。星田駅北地区における星田・

高田線の残し方については現状すべてを残すとは言っておりません。星田北

地区がようやく、残すということを受けまして、これを踏まえて、どのよう

な残し方をするか今後検討しますという回答をさせていただいております。

それに伴いまして、どのような形で残していくのか、どのエリアまで残して

いくのか、どういう幅員なのか、車が通るのか、歩道なのか、緑道なのかも

含めて、今後星田駅北地区の業務代行予定者並びに地権者の中で土地利用を

勘案された中で設定されていくものと思っております。丸々残るものではご

ざいませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

●会 長   委員。どうぞ。 

 

○委 員   星田北地区なのですが、北側で星田・高田線が残る部分に関してなんです

が、こちら準備組合さんの今後の予定が上がってきていると思うのですが、

星田・高田線は拡張されて残る、幅８ｍ道路、第二京阪から水道道までにつ

いては幅１０．５ｍ道路という形になるという方針が出ているとお聞きして

います。今現在この段階で星田・高田線が途中で止まっています。これを下

におろしていくと、今後検討をされるとおっしゃられていましたが、準工業



地域の手前で止まっています。この道路が残るという方向になれば、準工業

地域の真ん中を通るとなると、工場等が建てにくい形になって残っていくの

ではないかという風に思うのですが、現段階で用途地域の形、この案を通し

てよいものか、疑問に感じるのですが、市の見解をお伺いします。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   都市計画で定めますのは、都市計画道路ですとか、用途地域等ですので、

準工業地域で、今現在は土地利用として大きな企業さんが来るゾーンと農地

ゾーンで現在の検討状況をお示しされております。その区域を含めまして準

工業地域を定めようとしています。用途地域の中にどういう区画道路を配置

するものではなく、土地利用案をお示ししているものですので、もし、駅北

地区の方で星田・高田線の線形で何かしら幅員も含めて、残す方が施工上も

よいということを組合のほうで考えられれば、大ブロックであったり農地で

あったり、ゾーンの見直しをされるのだろうと思います。あくまでも交通の

機能としては星田駅前線ができることで、星田・高田線を駅の方までまっす

ぐ持ってくる必要はないと土地利用を検討されています。それぞれの大きな

街区ごとの中で、細かい街区を固められておりますけれども、あくまでも都

市計画手続き上の参考資料として付けさせていただいておりますが、最終的

には、都市計画が決定されたのち、組合設立認可時には、一定こういう土地

利用にあわせて、こういう街区、道路を配置するということで方針が示され

るものと考えておりますので、そこは用途地域の中に色々な道路が入ってく

ることは当然あり得ますし、あくまでもこの現状示している土地利用は駅北

地区で星田・高田線をそのままの線形で残さない土地利用の絵を描かれてい

るものですので、急にこの絵の中にポンと道路だけが入ってくるというもの

ではないのかなと、ただ、用途地域等は都市計画として大きなくくりとして

定めさせていただきますので、それについては土地利用を変えられても、逆

に定められた用途地域に合わせて土地利用を考えていただくというのが都市

計画でございます。 

 

●会 長   よろしいでしょうか。時間もだいぶ押してきましたので。論点を絞った質

問にしていただきたいと思います。 

 

○委 員   Ｆ・Ｇ地区の件ですが、反対されている地権者からもお伺いしているので

すが、ここを外すという選択肢、市街化区域編入を見送るという選択肢はな

いのかなと考えております。このような状況下で実際には区画整理を行うに

当たって、工事着工に向けて、同意書や印鑑証明、実印をお願いしたり、組

合の理事長や副理事長の方も地権者の方に出向いて行っていくと想像できる

のですが、現在反対されている方、またお住まいの方に、来年度組合が設立

出来たとしても、組合の事業費の元手となる保留地の位置にお住まいの方が



おられ、実際に保留地が売れなくなると、売れなくなった場合に、保留地の

着工と、資金の目途が立たなくなるのではないかと懸念されます。そうなっ

てきますと戸田建設さんですね、１．５億円、区画整理にあたって負担され

ておられます。組合設立までに３億円かかるともお聞きしております。そう

いったお金がですね、実際に組合に求められたときに、土地区画整理組合さ

んの方が支払うことが難しくなってくると、工事自体も見通しが立たずに、

土地区画整理事業自体が成り立たなくなるのではないか思います。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   区画整理法の組合の設立の要件といたしましては、法的には３分の２以上

の同意があれば、基本的にはできます。大阪府の指導といたしましては、組

合のスムーズな運営にあたっては、９０％以上の同意であればできるという

認識をもっております。なぜ９０％以上かといいますと、バブルがはじけた

際に地価がどんどん下がり、保留地処分金の確保が難しい中で、組合の運営

をスムーズにするため、９０％の指導をしてきたものであり、それが現存し

ているだけのことであり、区画整理法第７７条、直接施行、組合の権限で建

物の移転をすることも基本的にはできます。事業者として建物を除却するこ

ともできる権限はいただいております。ただ、施行者として準備組合の理事

の方々は、それをする前提で話を進めているわけではございません。当然、

お話合いの中で、先ほどの道路の残し方であるとか、反対者の意見を聞いた

中で、土地利用の計画の変更されるとか検討された上で、どうしても同意が

いただけない状況で除却等が必要な場合には、その権限を使うことも可能か

なと思います。ですので、事業の執行が出来なくなるというような判断は致

しておりませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

●会 長   時間もだいぶ過ぎましたので。質問を絞っていただきたいと思います。 

 

○委 員   反対されている方につきましては最終的に直接施行によって、立退きを迫

られる人権的な問題となってくると感じております。 

 

●会 長   ただいまのご質問について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局   繰り返しご説明させていただいておりますが、お住まいの方が反対をされ

ている方で、手法の一つとして直接施行が制度上認められているというご説

明をさせていただいている。あくまでも組合を設立されて組合事業の中で、

地権者の皆さんでこの事業をどう完了させるかというものを検討されるもの

でありまして、我々がこうなればこうなると考えるものではない。前提とな

るルールをご審議いただく場と思います。事業に反対される方がおられるの

は認識する中で、ただ、このタイミングで手続きを進めていく取組みをして



います。都市計画手続き完了後に反対されている方のご意見が全く届かない

運営を組合がされるということはあるわけがないと考えております。当然地

権者組合の中で当然、公平、公正に事業が行われるように取り組みがされる

ものであって、いろんな可能性だけをとらえて、それぞれの意見をくみ取っ

てされるものだと思います。ですので、そこも含めてまちづくりが可能とな

る手続きをご審議いただいている。本来、事業の内容を言っていただく場で

はない、前提となっているのは確かですけれども、そこの内容を議論する場

ではないと思います。出過ぎた発言かもしれませんが、よろしくお願いしま

す。 

 

●会 長   そろそろ最後にしていただいてよろしいでしょうか。 

 

○委 員   採決の前に、提案をさせていただきたいと思います。今回の都市計画案は、

新しい都市計画道路を前提とした、地区割りとなっていることから、認可し

ますと問題ある土地区画整理をそのまま引きずって、まちづくりが進められ

ると、私は考えます。一旦、凍結しまして、市税３０億円の使い方について、

また、Ｆ・Ｇ地区について、公共公益性のある都市計画案となっていない点、

また、星田・高田線の廃道廃止が信義に反する点、星田駅北地区の区画整理

に対する反対地権者が３０名いらっしゃいます。このまま進みますとどなた

かが除却され、都市計画審議会の認可責任が問われることになる点、星田駅

北地区の準備組合の役員５名の減歩逃れが生じている点、また道路の線形、

準防火地域についても色々ご意見ありました。 

       交野市としまして、今この段階で、都市計画案を通すのではなくて再考す

る事を交野市に審議会として求め、都市計画案に対して継続審議を提案した

いと思います。 

       採決の前に継続審議にするか否かの採決をお願いできればと思います。 

 

●会 長   ただ今、委員より、本件につきまして本日採決するか、継続審議として、

また、議論の日を決めるかについての採決のご提案がありましたが、そのご

提案を採用してよろしいでしょうか。会長権限でよろしいでしょうか。 

 

○委 員   （異議なし。） 

 

●会 長   ただ今、委員よりご提案のありました、継続審議について、賛成の方は挙

手を願います。 

 

（賛成２名、反対１０名） 

 

       挙手少数のため、継続審議とはせず、それぞれの採決に入りたいと思いま

す。 



 

●会 長   それでは、反対意見等もございましたので、１案件ずつ採決をしていきた

いと思います。 

まず、付議を受けました議第６号「東部大阪都市計画用途地域の変更」を

都市計画審議会条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思いま

す。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

 

（賛成１０名、反対２名） 

 

賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。本日色々なご意見が出

ているということを踏まえて今後の運営等をお願いしたいと思います。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

 

●会 長   続きまして議第７号「東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更」

を都市計画審議会条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思いま

す。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

   

  （賛成１０名、反対２名） 

 

賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

       黒瀨委員からありました穴抜きになっている地域につきましても早期に指

定をというご意見がありましたので、そういったことを加味していただけた

らと思います。 

 

●会 長   続きまして議第８号「東部大阪都市計画高度地区の変更」を都市計画審議

会条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思います。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

        

（賛成１０名、反対２名） 

 

賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

 

●会 長   続きまして議第９号「東部大阪都市計画地区計画（星田北地区）の決定」

を都市計画審議会条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思いま

す。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 



 

（賛成１０名、反対２名） 

 

       賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

 

●会 長   続きまして議第１０号「東部大阪都市計画地区計画（星田駅北地区）の決

定」を都市計画審議会条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思

います。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

 

（賛成１０名、反対２名） 

 

       賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

 

●会 長   続きまして議第１１号「東部大阪都市計画土地区画整理事業（星田北・星

田駅北土地区画整理事業）の決定」を都市計画審議会条例第６条第３項の規

定により、採決いたしたいと思います。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

 

（賛成１０名、反対２名） 

 

       賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。  

 

●会 長   続きまして議第１２号「東部大阪都市計画道路の変更」を都市計画審議会

条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思います。 

 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

 

（賛成９名、反対３名） 

 

       賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

 

●会 長   最後に、議第１３号「東部大阪都市計画下水道の変更」を都市計画審議会

条例第６条第３項の規定により、採決いたしたいと思います。 

原案で承認することについて賛成の方、挙手願います。 

 



（賛成１０名、反対２名） 

 

       賛成多数のため原案で承認とさせていただきます。 

       なお、答申については、会長一任でお願いします。 

 

●会 長   以上で、本日の議事については終了いたしました。 

事務局の方でその他、何かありましたらお願いいたします。 

 

○課 長   特にございません。 

 

●会 長   本日の審議会は、長時間に渡りましたけれども、本日は重要な案件であり

まして、たくさんのご意見をいただきましたので、今後の区画整理事業、組

合設立した後の実際の計画のつくり方、地権者、関係者の方の調整の仕方に

慎重な配慮が必要という意見が出ておりますので、そういったところに配慮

し事業を進めていただきたいとお願いしたいと思います。本日、市の原案の

とおり承認する形で返しますけれども、話を聞いていますと、実際の土地区

画整理事業計画の線形が変わってきますと、それと連動して都市計画の変更

になるかもしれませんけれども、その辺は柔軟に対応していくということに

なると思います。またこの審議会に諮られるかもしれませんので、そういっ

たところを含みで進めていただけたらと思います。 

本日の審議会は、これで終わらせていただきます。 

委員の皆様方におかれましては、長時間の慎重なご審議、ありがとうござ

いました。 

 

 


