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令和2年度第1回堺市都市計画公聴会 

 

１ 都市計画の原案の名称 

南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更 

南部大阪都市計画道路の変更 

南部大阪都市計画用途地域の変更 

南部大阪都市計画高度地区の変更 

南部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

 

２ 日時 

  令和２年１２月２日（水） 

  午前１０時００分開会 午前１０時５０分閉会 

 

３ 場所 

  堺市堺区南瓦町３番１号 

  堺市役所本館地下１階 大会議室 

 

４ 出席者 

(１)議長      堺市建築都市局都市計画部都市計画課 

課長補佐 久保 和貴 

   

(２）公述人    ４名 

 

(３)公述聴取者 堺市職員 

 

(４）傍聴人    ２名 



 

- 3 - 

【案件 都市高速鉄道等】  

ア 原案の名称 

南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更 

南部大阪都市計画道路の変更 

南部大阪都市計画用途地域の変更 

南部大阪都市計画高度地区の変更 

南部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

 

イ 原案の概要 

(1) 都市計画都市高速鉄道の変更 

次のとおり、都市計画都市高速鉄道を追加する。        

名称 位置 区域 構造 備考 

番号 

路線名 
起点 終点 

主 な 

経過地 
延長 

構造 

形式 

地表式の区間に 

おける幹線街路

等との交差の構

造 

 

201-3 

南海電気鉄道 

高野線 

堺市堺区 

遠里小野

町四丁地

内(市界) 

堺市堺区 

向陵西町

四丁地内 

堺市堺区 

三国ヶ丘

御幸通地

内 

約 3,530 m     

線路線数2 

内訳 

堺市堺区 

遠里小野

町三丁地

内 

堺市堺区 

榎元町二

丁地内 

  約 2,540 m 嵩上式   

  約 990 m 地表式 

自動車専用道路

大和川線と立体

交差 

幹線街路大阪中

央環状線と立体

交差 

なお、堺市堺区高須町三丁地内に浅香山駅を設ける。 

なお、堺市堺区三国ヶ丘御幸通地内に堺東駅を設ける。 
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(2) 都市計画道路の変更 

次のとおり、都市計画道路を変更する。        

名  称 変更する土地の区域 変更内容 

3・2・201-11 

築港天美線 

堺市堺区南清水町一丁、南清水町二

丁、南清水町三丁、錦綾町一丁、錦綾

町二丁、錦綾町三丁、今池町二丁、今

池町三丁、今池町四丁、今池町五丁地

内 

約560m区間 線形及び幅員 

（変更前）幅員26.5～37ｍ 

（変更後）幅員29ｍ 

約290m区間 線形及び幅員 

（変更前）幅員33.5ｍ 

（変更後）幅員22ｍ 

今池三国ヶ丘線との交差の構造 

（変更前）立体交差 

（変更後）平面交差 
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次のとおり、都市計画道路を追加する。            

種別 

名称 位置 区域 構造 

番号 

路線名 
起点 終点 

主 な 

経過地 
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区

間における 

鉄道等との 

交差の構造 

幹線 

街路 

3・4・201-79 

浅香山駅前線 

堺市堺区 

砂道町二丁

地内 

堺市堺区 

砂道町二丁

地内 

堺市堺区 

砂道町二

丁地内 

約140ｍ 地表式 2車線 20ｍ 

幹線街路と 

平面交差1箇

所 

なお、堺市堺区砂道町二丁、砂道町三丁及び高須町三丁地内に南海高野線浅香山駅前交通広場

を設ける。 

南海高野線

浅香山駅前

交通広場 

面積約2,800

㎡ 

区画 

街路 

7・7・201-11 

高野線附属街路

東1号線 

堺市堺区 

香ヶ丘町 

四丁地内 

堺市堺区 

三国ヶ丘 

御幸通地内 

堺市堺区 

今池町二

丁地内 

約1,870

ｍ 
地表式 ― 6m 

幹線街路北

公園布忍線

と立体交差 

幹線街路と

平面交差1箇

所 

7・7・201-12 

高野線附属街路

東2号線 

堺市堺区 

南三国ヶ丘

町一丁地内 

堺市堺区 

榎元町二丁

地内 

堺市堺区 

榎元町二

丁地内 

約400ｍ 地表式 ― 6m 
幹線街路と平

面交差1箇所  

7・7・201-13 

高野線附属街路

東3号線 

堺市堺区 

榎元町二丁

地内 

堺市堺区 

榎元町四丁

地内 

堺市堺区 

榎元町四

丁地内 

約270ｍ 地表式 ― 6m   

7・7・201-14 

高野線附属街路

西1号線 

堺市堺区 

遠里小野町

四丁地内 

堺市堺区 

砂道町二丁

地内 

堺市堺区 

砂道町三

丁地内 

約480ｍ 地表式 ― 6m 

自動車専用

道路大和川

線と立体交差 

7・7・201-15 

高野線附属街路

西2号線 

堺市堺区 

砂道町二丁

地内 

堺市堺区 

南向陽町 

二丁地内 

堺市堺区 

錦綾町三

丁地内 

約1,360

ｍ 
地表式 ― 6m 

幹線街路北

公園布忍線

と立体交差 

幹線街路と

平面交差1箇

所 

7・7・201-16 

高野線附属街路

西3号線 

堺市堺区 

三国ヶ丘御

幸通地内 

堺市堺区 

中永山園 

地内 

堺市堺区 

西永山園 

地内 

約440ｍ 地表式 ― 6m   
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 (3) 用途地域等の変更 

  次のとおり、用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域を変更する。 

地区名 
面積 

(約ha) 
変更前 変更後 

高架側道 

地区 
1.3 

第二種中高層住居専用地域(200/60) 

高度地区(第二種) 

準防火地域 

準工業地域(200/60) 

 

準防火地域 

築港天美線

沿道地区 

0.2 
近隣商業地域(300/80) 

準防火地域 

第一種住居地域(200/60) 

準防火地域 

0.1 
近隣商業地域(300/80) 

準防火地域 

準工業地域(200/60) 

準防火地域 

0.4 

近隣商業地域(300/80) 

 

準防火地域 

第二種中高層住居専用地域(200/60) 

高度地区(第二種) 

準防火地域 

0.0 

第二種中高層住居専用地域(200/60) 

高度地区(第二種) 

準防火地域 

近隣商業地域(300/80) 

 

準防火地域 

浅香山駅 

周辺地区 

1.0 
工業地域(200/60) 近隣商業地域(300/80) 

準防火地域 

0.7 
準工業地域(200/60) 

準防火地域 

近隣商業地域(300/80) 

準防火地域 

0.2 

第二種中高層住居専用地域(200/60) 

高度地区(第二種) 

準防火地域 

近隣商業地域(300/80) 

 

準防火地域 

0.0 

近隣商業地域(300/80) 

 

準防火地域 

第二種中高層住居専用地域(200/60) 

高度地区(第二種) 

準防火地域 

※（ ／ ）内は、（容積率／建蔽率）を示す。 
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令和２年度第１回堺市都市計画公聴会 全文 

（午前 １０時００分開会） 

○司会（嵯峨係長）   お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただ今から令

和２年度第１回堺市都市計画公聴会を開催いたします。 

 私、司会をさせていただきます都市計画課の嵯峨と申します。よろしくお願いいたしま

す。座って説明させていただきます。 

 本日の案件は、「南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更、南部大阪都市計画道路の変更、

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

防火地域及び準防火地域の変更」についてでございます。 

 開催にあたりまして、皆様にお願いがございます。携帯電話をお持ちの方は、お手数で

すが、電源をお切りいただくようにお願いいたします。 

 また、私語や議長の許可していない撮影や発言等は禁止されております。公述人の発言

がよく聞こえるように、ご静粛にお願いいたします。トイレなどで一時退室される場合も

お静かにお願いいたします。 

 公述人の方はご自身の発言が終わりましたら、帰っていただいても構いませんし、残っ

て傍聴していただいても構いません。傍聴人の方も途中で帰っていただいても構いません。

なお、公述人、傍聴人の方で途中で帰られる場合は、お渡ししている公述証または傍聴証

を受付に返却していただきますようお願いいたします。 

 また、記録のため、事務局で必要に応じ録音をいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 本日の議事は、都市計画課課長補佐の久保が議長として進行いたします。 

 議長、よろしくお願いします。 

○議長(久保課長補佐)   本日、議長を務めます都市計画課の久保でございます。よろ

しくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

 開催にあたりまして、まず公聴会の趣旨、意見の取扱い、注意点等についてご説明させ

ていただきます。公聴会は、あらかじめご提示させていただいた都市計画の原案について、

ご意見を述べていただくもので、その意見を踏まえて都市計画の案を作成するため、開催

するものでございます。質疑応答を行う場ではございません。 

 また、あらかじめ公述の申出のあった方に公述していただく場でございます。 

 公聴会の記録につきましては、後日堺市において作成した後、公述人の方に内容の確認

をさせていただきます。その後、公聴会でのご意見に対する堺市の考え方をまとめます。

公聴会以降の都市計画手続きとしては、都市計画の案を作成し、案の縦覧を行います。そ

れにあわせて、公述意見及びそれに対する市の考え方を一般の閲覧に供します。また、そ

れらの資料についてはホームページにも掲載します。さらに、その後の手続として堺市都



 

- 8 - 

市計画審議会へ付議することになりますが、その際には、公述意見及びそれに対する市の

考え方は審議の資料として提出し、報告いたします。 

 次に、本日の公聴会における公述の方法について説明いたします。 

 最初に、事務局より、都市計画の原案について説明があり、その後、公述人の方に公述

していただくことになります。公述にあたりましては、前方の公述席までお越しいただき

ます。公述申出の際にご提出いただきました要旨に従って、ご発言をお願いいたします。

発言時間は３０分以内となっています。制限時間の２分前になりましたら、ベルを１回、

制限時間に達したらベルを２回鳴らしますので、時間厳守でお願いいたします。 

 最後に、一部繰り返しになりますが、公述、傍聴される方へのお願いです。本日の公聴

会はあらかじめ申出のあった方に公述していただく場であり、質疑応答を行う場ではござ

いません。傍聴される方は、発言や拍手等を慎まれるようにお願いいたします。 

 もし、公聴会の秩序や進行を乱す行為があった場合は、堺市都市計画公聴会要綱に基づ

き、この会場から退場していただくことがありますので、公聴会の進行にご協力いただき

ますようお願いいたします。 

 それでは、事務局は、都市計画の原案を説明してください。 

○司会（嵯峨係長）   それでは、「南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更、南部大阪

都市計画道路の変更、南部大阪都市計画用途地域の変更、南部大阪都市計画高度地区の変

更、並びに南部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更」に関する都市計画の原案の

概要について、ご説明いたします。 

 本年１０月３１日から１１月１０日の間に開催しました説明会の資料をお手元にお配り

しておりますので、そちらもご参照ください。 

 南海電気鉄道高野線は、踏切での慢性的な交通渋滞や踏切事故など、都市活動や沿線住

民の日常生活に様々な影響を及ぼしています。このような状況を踏まえ、浅香山駅から堺

東駅付近について、連続立体交差事業により高野線を高架化して、１０か所ある踏切を除

却し、あわせて浅香山駅前交通広場、浅香山駅前線、高野線附属街路や築港天美線の整備

を行うことにより、安全で円滑な交通の確保や都市の活性化を図るものです。 

 都市計画変更の内容ですが、高野線の浅香山駅から堺東駅付近の約３．５キロメートル

を連続立体交差化します。高野線の両側には連続立体交差化に合わせ、高野線附属街路約

４．８キロメートルを計画します。浅香山駅西側には、浅香山駅前交通広場２，８００平

方メートルを計画し、大阪和泉泉南線から浅香山駅前交通広場へのアクセス道路として、

浅香山駅前線約０．１キロメートルを計画します。高野線の高架化に伴って、都市計画道

路築港天美線の高野線と交差する区間、約８５０メートルについて構造形式を変更すると

ともに線形及び幅員を変更します。また、これらの都市計画変更に伴い、鉄道の高架化や

基盤整備に合わせた土地利用の促進を図るため、用途地域等の変更を行います。 



 

- 9 - 

 説明は以上です。 

○議長(久保課長補佐)   ただいまの都市計画の原案について、４名の方から公述の申

出があり、ご発言いただく予定になっております。 

 公述人の方には、あらかじめ公述の順番をお伝えしておりますので、その順番になりま

したら、前方の公述人席へ進んでいただき、ご発言していただきます。 

 それでは１番の方、お願いいたします。 

○公述人Ａ   おはようございます。今回は私の実家が立ち退き対象地域に入っており、

実家に帰るたびに母の元気がなくなっていく姿を見て、このままではいけないと思い、公

聴会に出席させていただくことを決めました。よろしくお願いします。 

 浅香山駅交通広場、ロータリー計画に関して、私は反対いたします。駅の利用者の住ん

でいる場所が近く、通勤通学などで利用する際、わざわざ車を使って駅まで行く必要がな

いからです。もしも居住地が駅から離れているような土地で、家族の送り迎えに毎日車が

道路に縦列駐車されていて危険だ、などの理由があるのならまだ分かりますが、全くと言

っていいほど必要のないロータリーを造るのに立ち退きを要請されるのは納得できません。 

 また、堺市のホームページで令和２年３月１日開催中止になった会の資料を拝見しまし

た。「賑わいや、防災性向上に資する」と記載がありましたが、駅前広場が地上にできた

としても、水害や地震が起きたとき全く役に立ちません。むしろロータリーに車が駐車さ

れて避難場所である関西大学まで行く妨げになったり、走行中の車と接触事故を起こして

しまったり、とても危険だと思います。また、そんな計画はないと思うのですが、駅前広

場を避難所にしようというのは不可能です。浅香山のような低い土地では水害のときには

水没してしまい危険です。先日の説明会にも出席しましたが、ただ映像が流されているだ

けで重要なところの説明がなかったり、こちらから質問してもよく分からない中途半端な

回答をされているような印象を受けました。これから立ち退く可能性のある住民に対して

の誠実さが足りないように感じました。立ち退きに対しての補償の話もされていませんで

したし、もしこの計画が決定されたとして、今後の対応が非常に心配です。やはり私には

納得できませんので、この件に関しては断固反対いたします。 

 次に高架化の件について疑問に思うところがあるので意見を言いたいと思います。 

 まず、費用についてです。５６５億円もかかるのに、どうしても高架化しなければいけ

ないのでしょうか。断層近くのため、全体的な地下構造はできないと聞きましたが、例え

ば、ボトルネック踏切のところのみアンダーパスにするとか、最近よく聞く「賢い踏切」

を採用してみるとか、経費を削減できないでしょうか。 

 二つ目に、安全性に対しての疑問です。断層があり地震の際、倒壊するのではないかと

いう問いに、「直ちに倒壊しない構造形式を提言している」とホームページにありました

が、それはすぐに倒壊しないというだけであって、少しでも危険性があるのであれば今の
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まま電車は地上を走らせたほうがよいのではないかと思います。 

 三つ目に、今回の計画の目標である地域の活性化についてですが、工事中の２０年間の

間、駅周辺の経済活動は落ち込みませんか。私見ですが、工事中のややこしい場所にある

お店にわざわざ行きたいと思いませんし、また、自分が経営者なら新しくお店をつくりた

いとも思いません。客足は遠のく一方だと思うからです。そして、現在既に高架化されて

いるほかの駅を見ても、高架下が賑わっているとはとても思えないです。もし高架化が実

際行われて２０年後、本当に街が活性化されますか。少子化が進み、車の所有率は減り、

結局駅周辺がきれいな見た目になっただけ、という結末にならないでしょうか。 

 そして最後に、今このコロナ禍の中、本当にやらなければいけない事業でしょうか。失

業したりお店が潰れたり、今困っているところにお金を使うべきではないでしょうか。ま

た、もし今困っている人たちの家が立ち退き対象地に含まれていたらどうするのでしょう

か。そう思うととても恐ろしいです。この莫大な費用を使うに当たって多くの人が本当に

望んでいる税金の使い道とは何か、いま一度考えてほしい。どうか勇気ある撤退を視野に

入れていただきたいと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○議長(久保課長補佐)   ありがとうございました。 

 続きまして、２番の方、公述人席へ進んでいただき、ご発言をお願いします。 

○公述人Ｂ   浅香山校区北今池自治会です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 堺市は今までに当自治会に関わる都市計画事業で４件の問題がありました。 

 昭和２１年、築港天美線の都市計画決定を７０年以上放置されていること。これに伴い、

会員所有地の私権の制限が続いています。浅香山病院建て替えで自治会員宅と日照権問題

が発生しました。 

 昭和４８年、浅香山２号踏切を新設し、築港天美線の混雑緩和対策として、当自治会内

の生活道路のバイパス化に着手され、当自治会の反対運動で中止になったこと。このとき

南海高野線浅香山３号踏切と錦綾町交差点を同時にまたぐ現在の都市計画決定を実施すべ

きでしたが、その努力をされなかったこと。 

 浅香山校区が反対した、今池三国ヶ丘線事業を強行されたこと。この結果、築港天美線

の交通停滞が増加しました。浅香山駅と今池町３丁交差点を結ぶ市道香ヶ丘今池２号線か

ら築港天美線への流入が以前より困難な状況が発生します。浅香山１号踏切を渡り、今池

三国ヶ丘線への抜け道利用車が増加しました。市道香ヶ丘今池２号線の町境界への十字路

で交通事故が５件発生しております。 

 高野線の連立が５件目の問題にならないよう都市計画決定される前に事前検討と対策を

要望します。浅香山２号踏切の除却に伴い、歩行者専用踏切の規制が失効し、両方向の車

両通行が可能になり住民の安全が脅かされること。先の４８年問題の復活になります。対
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策として、幅員の拡幅を行わず既設レール杭を存続してください。浅香山１号踏切の除却

に伴い、今池三国ヶ丘線に抜ける香ヶ丘今池２号線の抜け道利用車が増加し、住民の安全

が脅かされること。取付道路である高須香ヶ丘１号線の東行き一方通行と７時から９時、

１７時から１９時の車両通行禁止規制を継続してください。踏切時間、踏切遮断時間の

１時間あたり３０分がなくなるため、１日の交通量が１，２００台から２倍の２，

４００台になる可能性が高いので事前に防止対策を提示してください。 

 浅香山駅前広場と側道整備に伴い、１号踏切の取付道路が２本になり、抜け道利用車が

４，８００台になる可能性が高いこと。高野線初芝駅の広場が浅香山駅と同じ形状で広場

で造る場合と造らない場合の踏切交通量が算出されています。造った場合は１万２００台、

造らない場合は６，９１３台で、初芝１号踏切と近接交差点の渋滞を助長し、狭い生活道

路に１，９２７台の抜け道利用車が走行する結果になっています。新しいルートができる

とほかの道を走っていた車まで呼び込むことになります。 

 浅香山は新ルートはラッシュ時間帯車両通行禁止規制の区間に入っていないので、交通

量は４，８００台より多くなります。堺市は、幹線道路の交通混雑が緩和されるため、抜

け道利用車は減ると説明されていますが、予想交通量を計算して再確認の上、事前に防止

対策を提示してください。また、生活道路で発生している交通事故を分析し、踏切除却に

伴う抜け道利用者の事故防止対策を連立計画に反映させることを要望しました。環境影響

評価では、カーブミラーの調査をしただけで問題なしの結論を出しています。交通事故を

増加させることは沿線地域の安全・安心で魅力的なまちづくりを進めると広報している連

立の目的に反することになります。 

 対策案の一例として、駅前広場と踏切の間は側道整備を行わず、側道拡幅だけにする。

側道整備をする場合は、自転車歩行者専用道で都市計画を決定する。例えば、高野線附属

街路西２号線から除外して歩行者街路の名称に変更する。交通政策部が作成した連立計画

を採用して、除却する踏切を浅香山３号踏切からに変更する。当自治会が懸念している

１号、２号踏切の問題は完全に解消します。この場合、住民の同意を得るため、浅香山駅

乗降客の利便性を向上させるなど対策が必要になります。利便性を向上する案としては、

ホームの構内階段上り口付近に自動改札口を新設して、階段を使わず乗降できるように駅

を改良する方法があります。河内長野市が三日市町駅で実施しており、好評です。 

 最後に要望事項をお願いいたします。南海高野線の利用客が減少し、１０両編成列車が

全廃された結果、１時間に４０分以上閉まっていた開かずの踏切が解消しました。あとは

錦綾町交差点に右折車線２車線を造ると築港天美線の混雑が大幅に緩和されます。錦綾町

交差点を立体化するまで放置しないで、右折車線の工事を先行整備してください。 

 浅香山駅前広場を駅構外階段から遠く離れたところに設置されますが、駅利用者の割合

を考えて、改札口の位置は現在の位置と変わらないように計画してください。当自治会の
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区域も入っていますが、都市計画の制限を受けると地価が下がり建築確認申請書類作成な

ど個人の負担が大きくなります。人口減少の時代、少なくとも昭和期に都市計画を決定し

たままの線引きは廃止か見直しを強く要望いたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長(久保課長補佐)   ありがとうございました。 

 続きまして、３番の方、公述人席へ進んでいただき、ご発言をお願いします。 

○公述人Ｃ   「子供たちにより良い堺を残したい」との一心で、皆さんには大変失礼

なことを申し上げますがご容赦下さい。 

 高野線は、１０両編成がなくなり、“開かずの踏切”が全て解消しました。浅香山３号

踏切の遮断時間は、１時間あたり平均１７分、ラッシュ時でも２９分。錦綾町の交差点の

赤信号時間は、終日３７分で交差点の方が長くなりました。築港天美線の“ボトルネッ

ク”は、踏切から錦綾町交差点に変わりました。連立で踏切を除却しても、交通停滞は解

消しません。錦綾町交差点の西行き車線に右折レーンが無いためです。このため右折車が

２台続くと、青信号でも車は動かなくなります。 

高架区間１０か所全ての“開かずの踏切”が解消したのに、堺市は、３２年の歳月と

５６５億円の金をかけて連立を続行します。さらに停滞の原因が交差点だと気づき、素案

説明会から推定四、五十億円の金をかけて、２０年後に立体化して停滞を解消する工事を

追加しました。交差点に２車線の右折レーンを新設すれば、停滞はほぼ解消できます。今

春、大和川線が開通し、阪高は「築港天美線の混雑は大幅に緩和する」と報じています。

市民は、６００億円もの金を使って、２０年後に解消するよりも、「早く、安く」を望む

でしょう。 

堺市は、連立の目的に踏切事故と踏切停滞の解消を挙げておりますが、これは印象操作

で、大手民鉄の踏切事故の確率は７０年に１件です。南海は、今年から障害物検知装置を

車だけでなく人も検知する装置に交換しますので、この確率はもっと下がります。 

交通政策部は「連立は時間がかかり過ぎる。浅香山３号踏切の単独立体化を早急に実施

すべきである」との結論を、２００２年に出しております。現在の連立の完成は、

２０２２年度、２年後に完成している予定でしたが、全く手つかずの状況です。 

 現在の連立は、堺の東西軌道であるＬＲＴの工事費用を削減する目的で計画されました。

堺の東西鉄道は高野線そのものです。南海本線と阪和線と御堂筋線と全てに接続していま

す。本線の沿線に住んでいる三国ヶ丘高校の生徒は、天下茶屋駅が急行停車駅になる

２００１年までは本線の堺駅からＬＲＴと同じルートの路線バスで通学していました。今

は天下茶屋駅経由で東西鉄道である高野線を利用しています。ＬＲＴを造っても利用者が

少なく永久に赤字で、赤字を市民が負担することになります。 

阪堺線は、昔３分間隔で走っていましたが、乗客が１０分の１になり大赤字となった結
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果、１７年前に堺市に廃線の同意を求めました。堺市はＬＲＴの車両を検査するために阪

堺線の車庫を使うので、廃線には同意せず、その代わりに阪堺線の赤字を補填してきまし

た。前堺市長は、「ＬＲＴの中止」を公約に当選し、シャープの倒産によるＬＲＴ被害を

未然に防止しました。その後、政治資金の関係で「ＬＲＴの中止を中止した」との、市職

員間のうわさ話です。皆さんが前市長の辞職後も、消極的でも土建政治の片棒を担ぐ結果

になっていることは、子供たちにとっては大変マイナスです。連立費用に交差点の立体化

費用を追加すると、費用が便益を上回り、連立は成立しません。まず皆さんが、

２００８年国に提出した採択申請書と現在の状況が比較できるように、新旧対照表を作っ

て公開して下さい。 

 これから今回の連立が、子供たちのためにならない項目を順次紹介させていただきます。 

 １番目、神戸地震の時に２３６両の車両が脱線し、一部は転覆しました。堺市は、地震

で壊れることを前提にした高野線の高架橋を設計しています。地震で高架橋が壊れた時、

転覆しやすい狭軌の線路を走っている電車が、安全に止まることができるのか、教えて下

さい。 

 ２番目、堺東高架と同じタイプの新幹線の橋台が壊れて、橋桁が阪急伊丹線に落ちまし

た。発生時間が新幹線の始発直前で、大惨事になることは免れました。阪神高速は、阪和

線の連立の上に造る、高い高架橋の高速道路建設をやめました。 

 ３番目、直上工法は、電車の運行に最も危険な工法で、深夜しかできず、最も高くつく

工法です。これを両側に側道のある区間にあえて採用した理由はなぜでしょうか。堺市が

発注したコンサルタントも「検討の余地がある」と、皆さんに助言しています。連立関係

者は、全員２００２年以降の報告書を精読した上、事業内容をもう一度見直して下さい。 

 ４番目、完成後の高架橋は南海資産になり、維持管理は南海がすることになります。南

海は、高度成長期に高野線の複線化工事とニュータウン建設で、負の資産を抱えています。

神戸地震クラスに対応する既設の高架橋の補強工事が、関西で一番遅れております。東日

本クラスの対応には、手をつけていないのが現状です。ＪＲ神戸線では、４３歳の高架橋

のコンクリートが落下しました。来春、ＪＲが最終電車の繰上げをするのは保守作業員が

集まらないからです。子供たちの安全のために、笹子トンネルのような点検が困難なもの

は造らないで下さい。 

 ５番目、堺東のホームの高さで堺市は「３階の改札から１階のホームに降りるのも、

５階に上るのも同じで不便にはならない」と２０１８年に説明されました。今回、１９メ

ートルというのは６階の高さになります。前回より約３メートル高くなった原因は、何で

しょうか。交通政策部の高架案は、１階が改札で３階がホーム、乗降には大変便利な案で

す。皆さんの案は「堺東を便利にして、にぎわいを取り戻す」という目的に合っています

か。大阪北部地震で、モノレールの乗客が立っておられずホームにへたり込みました。エ
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レベーターの閉じ込め事故も多数発生しました。たくさんの乗客が集まるホームは、地上

１９メートルと現在の１メートルでは、どちらが安全でしょうか。 

 ６番目、堺市は地平面を走る鉄道を目の敵にしていますが、大きなメリットがあります。

地震で鉄道が被災した場合、最も早く運転再開できるのが地平面を走る鉄道です。大阪南

部の鉄道で大阪市内を地平面で走るのは南海高野線だけです。大阪市の岸里玉出駅から河

内長野市の三日市町駅まで、早期に運転の再開ができます。三国ヶ丘駅の乗換えで岸和田

市の下松駅まで、２５キロ圏内の鉄道輸送が可能になります。堺市が「連立から勇気ある

撤退」をすれば、ただで国土強靭化ができます。 

 ７番目、堺東の留置線の位置が東から西側へ変わっています。これが高架橋を３メート

ル高くした原因ではないでしょうか。地価の高い堺東地区で用地買収が増え、工事費も増

えていませんか。 

 ８番目、堺東駅のホームを１０両から８両に縮小したことは評価します。南海が負担す

る鉄道改良費から改悪分として差し引いてあげて下さい。切替段階図を見せていただけな

いので想定ですが、現場の配線から推察すると留置線をほかの駅等に移して、高架橋を縮

小したら工事費がもっと下がりませんか。これも南海の改悪分の対象になります。 

 ９番目、交通政策部の高架案は、大和高田線の跨線橋を落としています。跨線橋は

６０歳で老朽化対策が必要な物件です。安全性、経済性の点から落とすべきではありませ

んか。５０年前、ニューヨークのブルックリン島で、橋の老朽化により半数の橋が通行止

めになりました。皆さんの部屋にポスターを貼ってありますが、日本では橋の老朽化問題

が今年から始まります。 

 １０番目、堺東１号踏切は、歩行者ボトルネック踏切で、連続遮断時間が長く、遮断機

をくぐる人が出て危険です。ダイヤが乱れた時はもっと危険な状態です。さらに昨年から

遮断時間が延びています。原因は、南海が社員を減らすために、列車運行管理業務を機械

化したことです。またラッシュ時間帯に泉北ライナーを入れたことが考えられます。駅に

は迂回できる自由通路がないため、跨線橋の新設を堺市に要望しましたが「連立があるの

でできない」との回答で、連立の弊害が出ております。既存デッキの閉鎖中に跨線橋の設

置を再度要望しましたが、堺市は、逆に自転車の通路に使えるスロープを撤去しました。

縦割り行政の弊害です。今後は連立係の責任で早急に調整解決していただきたい。跨線橋

を造っても、連立工事には支障が少なく、２０年間使えます。逆に造らないのは、２０年

間市民の危険を放置するということになります。「市役所への歩道橋は屋根付で造るが、

市民の跨線橋は造らない」と、市中のうわさです。これ以外に高野線には階段で取り付け

られた危険な中百舌鳥２号踏切と、“開かずの踏切”である百舌鳥八幡３号踏切の改良を

要望してきましたが、今でも堺市は、踏切を危険な状態で放置したままです。子供たちの

ために効果が高く、早く、安く、できる速攻対策に、市の方針を転換して下さい。 
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 １１番目、津波の警戒ラインが阪堺線なのに、連立の効果として、「津波の避難整備」

を挙げています。大和川氾濫時に５メートル浸水する地区を避難困難な盛土構造で設計し

ています。無神経ではありませんか。 

 １２番目、堺東駅周辺の府道には自転車レーンがありません。高島屋とジョルノの前は

歩道が狭く、歩行者と自転車が危険な状態で通行しています。堺東駅の東側とジョルノの

裏側に安全確保のため、自転車用の側道が必要です。 

 １３番目、都市計画事業で側道をなくしたり、幅を狭くするのは論外です。現状に戻し

て下さい。 

 １４番目、側道を拡幅する場合は、高架の張り出し部を利用して、用地買収を減らすべ

きです。南海本線の連立では、１５年経つのに買収がまだ終わっていません。初芝駅駅前

広場の新設では、２１年経過しても、まだ買収が終わっていません。堺市には、用地買収

が難航している都市計画事業がたくさんあります。民間なら倒産です。 

 １５番目、浅香山駅前の関大側の８メートル歩道は、過大設計です。舗装の半分以上に

ひび割れが発生しているのに、堺市は補修の必要な面積を把握していません。これ以上、

不要な舗装面積を増やさないで下さい。鉄道用地が余ったからとの説明ですが、商業用用

地として、南海に利用してもらって納税額を増やすほうが、子供たちのためになります。 

 １６番目、駅前広場も過大設計です。交通政策部は、広場の整備基準に「バス路線のな

い駅の広場は不要」としています。国の調査では、浅香山駅も連立で造った七道駅も、車

で駅を利用する人は1日９名しかいません。浅香山駅の利用者が家族や友人を車で送迎す

る場合、急行が止まる堺東や堺市駅、堺駅を利用して浅香山駅は使いません。大阪市は、

阪和線連立の４駅、どこにも駅前広場を造っておりません。需要予測もしないで、利用者

のない維持管理物件を増やさないで下さい。 

 最後になりますが、国は連立採択時に堺市に「適切な事業の執行管理により、事業の効

率性の維持、向上を図ること」を求めていますが、堺市は、執行管理を失念しています。

堺市は、連立を最初から計画するのは高野線が初めてで、経験のある指導者がいないこと

が原因であると考えられます。「連立工事完成時に、便益が費用を上回っていること」が

重要な採択の条件です。そのために最低「交通量、事業費、工事期間」の３項目を管理す

るように、国から求められています。交通量は、踏切交通遮断量が減少すると便益は下が

ります。事業期間は、工期が延びると便益は下がります。現在、両方とも便益が下がって

いるので、費用を削らないと連立の採択条件は成立しません。 

堺市は、堺東を８両に縮小して、費用を減らしてますが、焼け石に水です。錦綾町の交

差点の立体化、浅香山駅駅前広場の整備費、留置線位置変更による増加分、電波障害対策

費等が増加するため、便益が費用を上回ることはありません。 

 皆さんが大きな間違いをされていることがあります。それはＢ／Ｃが１以上という採択
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の条件です。１以上はスタート時だけではなく、事業完成時に１以上でなければ駄目だと

いうことです。堺市は都市計画決定までに、採択を辞退することが必要だと思います。東

日本大震災の受入れごみ補助金を受領して、受入れ中止で返却しなかった時のように、

「堺の恥」を繰り返さないで下さい。子供たちのために熱望します。 

 長くなってすみません。よろしくお願いします。 

○議長(久保課長補佐)   ありがとうございました。 

 続きまして、４番の方、公述人席へ進んでいただき、ご発言をお願いいたします。 

○公述人Ｄ   こんにちは。砂道町から来ました。僕は、浅香山駅前交通広場のロータ

リーについて、ご説明したいと思います。そこは立ち退きのところのロータリー区間のほ

うなんですけども、ロータリーと言っても普通のロータリーじゃなくて、何か民家を割っ

たような直線のロータリーになっていて、そこで車を通して近隣住民の方の安全面とか大

丈夫なのかという意見と、あと交通量がやっぱり高架にすると増えるということで、その

歩行者と車のすみ分けはできるのかというところも問題になると思います。 

 本当は南海電車の人が来ると思ったので、ちょっとそのほうの説明になっているんです

けれども、どんつきのところの広場が避難所にもなると言われたんですけど、そこは先ほ

ど言われたとおり、地震とか大和川の氾濫が起こったときには、ハザードマップにも載っ

ているんですけど、洪水とかで避難所の機能を果たさないということになると思います。

堺市のほうで見ているんでしたら、もし高架化になるとしたら、その高架化で泉大津の高

架を見て来たのですが、歩行者専用通路というのがあって、その歩行者専用通路を何個か

設けることによって、車と歩行者のすみ分けができるんじゃないかと思います。そこはち

ょっと南海高野線の方がおられないので、何とも意見を聞けないのですけれども高架化し

た場合の意見です。今、丁字路になっているんですけれども、そこをロータリーを入れて

しまうと十字路になるんです。十字路になった場合は、やっぱり事故率が上がると思いま

す。交通量がやっぱり増えるということもあって、特にイオンの前の道になりますので、

土日は特に交通量が増えると思います。そのときにロータリーにしてしまった場合は事故

が大幅に増えるんじゃないかという不安も出てくると思います。そういうところにおいて

も、費用を削ってまでロータリーを造る意味があるのかということを申し上げたいと思い

ます。 

 高架を造るにおきましても、地震が問題ですね。皆さん、おっしゃられた南海トラフ地

震が起こるかもしれないというときに、２０年間の間に工事してて、地震が起こらないの

かという危険性。工事中にもし地震が起こった場合、その近隣は大丈夫なのかというとこ

ろも出てくると思います。今、コロナウイルスで、感染状態じゃない状況での計画だった

ということですので今のコロナウイルスの状況下で、延期になってしまい、そのことによ

って２０年以上たっても完成しなかった場合、近隣の住民の方にストレスというのが多大
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に残らないかという点においても、心配なところであります。 

 また堺東駅のほうでは、約１８メートル、ビル５階相当の高さになるという説明を受け

たんですけれども、そこもやっぱりちょっと耐震面等の設計等の説明がなかったので、建

てたときに耐震面が大丈夫なのかというところをお伺いしたかったなという意見です。 

 以上になります。 

○議長(久保課長補佐)   ありがとうございました。 

 以上で、公述人の発言は終了いたしました。本日の記録につきましては、後日、堺市に

おいて作成した後、公述人の方に内容の確認をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

○司会（嵯峨係長）   本日は、貴重なご意見をお聞かせいただき、ありがとうござい

ました。 

 以上をもちまして、都市計画公聴会を終了いたします。 

 公述人、傍聴人の方は、公述証、傍聴証を受付に返却していただきますよう、お願いし

ます。 

（午前 １０時５０分閉会） 


