
　２．対象地の特性

令和2年度「星田エリア事業推進調査業務委託」報告書の概要
令和3年6月

都市整備部

特定事業推進室

１．課題と調査目的
星田エリアが抱える多種の課題（市及び地元）を、地元と供に個々の事業として取

り組むのではなく、全事業を一つにパッケージ化して進める事業化案（下図参照）を

検討

【星田エリアが抱える課題】

❶「土砂災害特別警戒区域」に指定された「市道」「市民創造の森」「老朽化モル

タル斜面」の防災対策。 【急傾斜地安全対策】

❷南星台５丁目の市有地不法占用解消後の利活用 【不占後管理】

❸南星台地区からの避難広場の整備要望及び

子育て世代入居による地元活性化 【地元要望】

❹乱開発防止に寄与した「市民創造の森」（１８ha,内市有地９ha）

の事業化困難。 【負の遺産解消】

❺農業用ため池の役割が減少した「全現堂池」の処分活用。【財産区財産】

❻図書館及び出張所機能の星田会館への移転に伴う駐車場不足 【妙音池埋立】

４．「市民創造の森」の実現に向けた検討

森① 森② 森③ 池① 池②

市民創造の森 市民創造の森 市民創造の森 全現堂池 星田会館

（南星台北側丘陵）   (南星台北側） （南星台南側） （妙音池北側）

概算面積 25,000㎡ 7,000㎡ 16,000㎡ 11,000㎡ 1,000㎡

所有者 交野市 交野市 交野市 財産区 財産区

用途地域 無指定(調整区域) 2中高住居専用 2中高住居専用 １中高住居専用 1中高住居専用

地区計画 ー 生活文化施設 生活文化施設 ー ー

砂防指定 〇 〇 〇 × 〇

宅造規制 〇 〇 〇 × ×

土砂災害
警戒区域等

急
(東・西・南)

急
（北）

× × ×

国定公園
〇

(第3種特別)
× × × ×

近郊緑地
保全区域

〇 × × × ×

対象地名
（場所）

1

２

3
急

急

急

急

市民創造の森ゾーン変更案

３．対処方針概要

６．「市民創造の森」の主な整備内容

・広 場：里山保全活動や自然体験学習の一環となるイベント等の会

場や、災害時の避難場所として利用できる平場の確保。

・散策路：上記の機能を最大限に発揮するために最小限の管理事務

所・休憩所等を設置。

・市民やボランティアが里山活動の一環として整備。

・避難可能エリアは1700㎡以上確保（緑化回復地を含む平場）

５．各種調査結果の概要

■測量・地質調査結果

・対象地を1/500で測量。

・森は３か所で土質調査を

実施し、埋立土として適。

・池①はヘドロ約１ｍ堆積

しているが埋立可能。

■民間事業者ヒアリング調査結果（6社面談ヒア）

・池①と森②、③とのセット事業に対応可能との事業者は、３社あり。

・池①（全現堂池）についは、市場性があると評価。

・森②（北側）、森③（南側）の市場性は厳しいものの工夫次第では

対応可とのこと。価格が低廉であれば検討可との意見あり。

・測量、地質調査の資料は必要だが、宅地造成計画までは不要。

・できるだけ早く事業化を希望。

森①切土計画

平坦部面積 約1,100ｍ2

切土量 約33,000ｍ3

平坦部面積 0ｍ2

切土量 約26,000ｍ3

平坦部面積 0ｍ2

切土量 約20,000ｍ3

埋立計画

池①全現堂池 埋立量 約25,000ｍ3

池②妙音池北側 埋立量 約3,000ｍ3

※ヘドロはｾﾒﾝﾄ改良予定

調査結果

調査結果

国定公園区域外に「広場」
＆道路防災

広場無し（広場は森③）＆
道路防災

広場無し（広場は森③）

【市民創造の森】➍

【星田会館・池②妙音池】

【池①全現堂池】❺

森①丘陵部は「土砂災害特別警戒区域」❶に
指定されており、丘陵上部を安全な高さまで
切り下げ

「市民創造の森」の切土により発生した土砂
を妙音池北側に埋立
（図書館、星田出張所の機能移転済）

「市民創造の森」の切土により発生した土砂を
埋め、宅地化後に販売

・「市民創造の森」の活動拠点となる
　　「広場」として活用❸
・国定公園部分は速やかに植生を復元
・森②③の一部は現状有姿で民間に販売❷

・図書館、出張所、星田会館等の
駐車場整備❻

・デベロッパーが住宅地等として分譲

７．国定公園に係る許認可リスクも想定した事業パターンの検討
１）優先検討パターン【基本案】

・「市民創造の森事業」の拠点広場を森①に整備

２）次善策検討パターン【副案】

・避難広場を森③（国定公園外）に確保

(但し急傾地対策は国定公園内で許可要）

【池①：全現堂池】売却（公募事業者が埋立・宅地造成）

【池②：妙音池】妙音池北側埋立

（公募事業者が工事請負）

【森①】創造の森切土工事・広場整備等

切土工事・植栽復元（公募事業者が工事請負）

広場整備（交野市が実施）

【森②】売却（公募事業者が宅地造成）

【森③】売却（公募事業者が宅地造成）

【池①：全現堂池】売却（公募事業者が埋立・宅地造成）

【池②：妙音池】妙音池北側埋立

（公募事業者が工事請負）

【森①】急傾斜対策の切土工事等

切土・植栽復元（公募事業者が工事請負）

【森②】売却（公募事業者が宅地造成）

【森③】広場以外を売却（公募事業者が宅地造成）

市又は公募事業者が広場整備

広場

広場



９．実現可能性が高い広場整備案【基本案】

■市民創造の森①「拠点広場」「避難広場」の整備案（府内諾案）

■国定公園内行為の考え方

　・市の土地利用に関する諸計画に適合

　・国定公園内は緑化回復が基本

　・形状変更の土地の範囲は必要最小限度

 　・原則として自然地の改変（風致又は景観の維持に著しい支障を
　　及ぼす行為）は認めない。

８．事業スキームの検討
・本事業は、森①・池②の切土工事等の工事を請負う事業者と、池①・森②・森③

を購入する事業者を一体として公募（以下、公募事業者）する。

・直営、信託方式も検討した結果、民間施工方式が有利と判断

・資金調達の負担回避、分離発注に係る事務負担の軽減等メリットが多いため。

・一方で、事業にかかる不確定要素があり、公募事業者が敬遠する可能性あり。

請負工事と用地売却を一体化した公募プロポーザルのイメージ

■請負工事のスキーム（森①市・池②財産区）

予定価格

П ↕ ⇦入札★
最低制限価格

■用地売却のスキーム（池①財産区・森②＆森③市）

上限なし

↑ ⇦入札★
最低売却価格

★入札は財布が異なるため各対象地毎

■公募における評価基準の考え方（価格点と提案点）

・公募事業者に対し、対象地ごとに価格及び街づくり案を要求。

・請負・売買もしくは価格が期待できる資産と期待できない資産の特徴をふまえ、

価格点と提案点のバランスを調整し、公募事業者の参加インセンティヴを発現。

（例えば価格が期待できない森③については、価格点の割合を小さくし、提案点を

大きくするの工夫を検討。）

■ 事業者公募時の評価と想定される専門家像

・事業者選定においては、外部専門家3名程度を中心とする審査委員

会の設置や意見を聴取した上で、審査することを想定。

１０.事業収支も踏まえた事業性の評価

本事業の検討にあたっては、単に金銭的な事業性の
良否に止まらず、金銭面以外の経済的なメリット及
び公共的・公益的な意義、事業化への難易度・ス
ピード感を踏まえ、引き続き、基本案を中心に総合
的に検討を進めるべきと思量する。

１１．今後の方針

・市民創造の森 基本構想の策定

・用地境界確定、隣接地用地買収

・急傾斜対策工事等の実施設計

・売却用地の鑑定評価

・土量バランスのとれた計画案

・公募プロポーザルによる事業者の募集 等

⇒ 令和４年度内の公募事業者決定を目途とする。

交 野 市

協定

財 産 区

大 阪 府

土木工事業者

金融機関

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ等

⑥融資 ⑦返済

①物件の売買契約

②代金

⑨分譲

⑨代金

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ

⑤宅地造成等各種工事発注

公募事業者

③開発許可申請

④開発許可

④開発許可

③開発許可申請

交 野 市

設計会社

②森①丘陵部の

切土掘削許可申請

協定

財 産 区

大 阪 府

土木工事業者

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ等

③森①丘陵部の

切土掘削許可

設計会社

①切土設計

等発注
④切土工事等

請負契約

④森①丘陵部

切土工事発注

⑤各種工事発注

公募事業者

評価に必要な専門分野 専門家像

・土木・造園

・まちづくり
（防災減災・交通計画・景観計画等）

・公民連携

・不動産

・法　務
（協定・契約締結等）

・実施体制の妥当性
・事業計画の妥当性

・財　務
（事業計画・資金計画・会計等）

主な評価項目

・売買契約・請負契
　約等に係る法規
　チェック

・土地利用計画・施
　設計画の妥当性

・工事手法・工程の
　妥当性提

案
の
評
価

専門家①

都市計画学・

建築学科系大

学教授 等

専門家②

不動産鑑定士

弁護士 等

専門家③

公認会計士等


