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案の縦覧期間に提出された意見書について 

 

＜案の縦覧の期間等＞ 

 

 

 

 

＜南部大阪都市計画都市高速鉄道及び都市計画道路の変更について＞ 

No 意見書の概要 意見に対する市の考え方 

1 ・踏切がない方が良いに決まっている。 

・浅香山駅交通広場を作り、地域活性化を

願う。 

 

 

 

・本事業は鉄道を高架化してボトルネック

を含む全 10 か所の踏切を除却し、あわ

せて浅香山駅前交通広場の整備などの

関連事業を実施することにより、安全で

円滑な交通の確保と市街地の活性化の

ために必要な事業と考えています。 

・一日も早い完成を期待する。 ・早期完成をめざして事業を進めていきま

す。 

2 ・高齢でローンが組めない・立ち退き料の

問題 

・ひっこし料の問題 

・太陽光発電と蓄電池の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・現段階では未調査のため、個別の補償内

容についてはお答えすることができま

せんが、移転が必要と市が判断した場

合、一般的に調査時点における土地評価

額や建物等の補償金額のほか、引越しの

移転費用等を国の補償基準等に基づい

て算定します。 

・今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な説

明と対応を行い、事業にご理解とご協力

をいただけるよう努めます。 

・子供の小学校の校区がかわる可能性があ 

 る 

・移転の時期については、移転先を探して

いただくための準備期間を十分に配慮

資料１－４ 

 

○縦 覧 期 間 ： 令和 3年 3月 26日（金）～令和 3年 4月 9日（金） 

○意見書の提出 ： 10件 

議第１６２号 南部大阪都市計画都市高速鉄道の変更について（市決定） 
 議第１６３号 南部大阪都市計画道路の変更について（市決定） 
 議第１６４号 南部大阪都市計画用途地域の変更について（市決定） 
 議第１６５号 南部大阪都市計画高度地区の変更について（市決定） 
 議第１６６号 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（市決定） 
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・家をさがす事 

 

し、今後も説明会や用地交渉の場で丁寧

な説明と対応を行うことで、事業にご理

解とご協力をいただけるよう努めます。 

3 ・高齢になり、残りの余生をこの家で送ろ

うと思っていた中、突然都市計画の話、

自分の家が立ち退きの対象になってい

る事に頭が真っ白になった。 

・永きに渡り、暮らしてきたこの自宅から

出たくない。 

・高齢になってきてこのような不安な話は

受け入れられず、断固として反対する。 

・家は古いが何度もリフォームして、自分

の住みやすい家に変えてきた。リフォー

ム代金だけでも大きな金額。 

・これまで市広報紙や市掲示板、ホームペ

ージを活用するほか沿線の自治会の協

力を得て回覧や掲示板を用いた周知を

行い、平成 30年（2018年）10月に事業

の概要を説明するために説明会を計 8回

開催し、のべ約 360名の方にご参加いた

だきました。それ以降も手続きの進捗に

応じて説明会や資料の配布を行ってき

ました。 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・現段階では未調査のため、個別の補償内

容についてはお答えすることができま

せんが、移転が必要と市が判断した場

合、一般的に調査時点における土地評価

額や建物等の補償金額のほか、引越しの

移転費用等を国の補償基準等に基づい

て算定します。 

・今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な説

明と対応を行い、事業にご理解とご協力

をいただけるよう努めます。 

4 ・こういう案件が出ていること全然知ら

ず、3 年前に息子の家も近いということ

で砂道に越して来た。事前にわかってい

ればこちらに越して来ることは全然考

えもしなかった。 

・最終の住みかとして、家づくりをし、安

住の家として構えていた。反対せざるを

得ない。 

・駅前だが閑静な住宅街であり住みやすい

ため、このままどうにかならないもの

か。 

・これまで市広報紙や市掲示板、ホームペ

ージを活用するほか沿線の自治会の協

力を得て回覧や掲示板を用いた周知を

行い、平成 30年（2018年）10月に事業

の概要を説明するために説明会を計 8回

開催し、のべ約 360名の方にご参加いた

だきました。それ以降も手続きの進捗に

応じて説明会や資料の配布を行ってき

ました。 

・今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な説

明と対応を行い、事業にご理解とご協力

をいただけるよう努めます。 
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5 ・現状４ｍ道路であり、現状のままでおい

ておいてほしい。６ｍ道路にされると住

めなくなる。 

・都市計画道路高野線附属街路は、鉄道高

架化に伴って生じる日照や騒音等の影

響から生活環境を保全するために６ｍ

の幅員が必要となります。 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・現段階では未調査のため、移転が必要と

なるかはお答えすることができません

が、今後の説明会や用地交渉の場で丁寧

な説明と対応を行い、事業にご理解とご

協力をいただけるよう努めます。 

6 ・浅香山駅前線、浅香山駅前交通広場へ行

くための道路として府道 30 号線砂道交

差点（T 形交差点）を東へ道路を着ける

ことに異議を申し立てる。 

・沢山の商業施設や住宅・工場を買収する

必要があるため、費用が掛かり地元住民

もこの案件については反対の声が多い。 

・堺市にとっても財政危機の中、利用価値

のない道路を作っても商業施設や地域

住民が減るうえ、多額の買収費用が嵩み

税収減になり堺市にとって大きな損失

になると思うため、此の案件は反対す

る。 

・浅香山駅前線は、浅香山駅において幹線

道路から安全でアクセス性の高い道路

を整備することで、駅利用者の利便性が

向上し、駅周辺の活性化にも寄与するこ

とから、当該道路は必要であると考えて

います。 

・現在の案は、南海本線七道駅方面から都

市計画道路が直線的に結ばれるためア

クセス性に優れ、また生活道路への通過

交通を抑制する観点からも合理的で適

切な配置であると考えています。 

・高野線浅香山駅を東方向へ抜けられない

駅前広場（ロータリー）が出来ても各停

しか止まらない駅で昔から利用客の少

ない処であり、もし道が出来ても駅前広

場の手前の道から（北から南方向へ）駅

南側１号踏切を渡る車の抜け道になり

交通事故に繋がる恐れが有る。 

・浅香山駅前交通広場や浅香山駅前線の整

備にあたり、周辺地域への影響を考慮す

ることは必須であると考えています。現

状の交通規制や道路利用状況をふまえ、

生活道路への車両流入抑制など、交通安

全対策について交通管理者と協議を進

めています。 

・後期高齢者の方が住み慣れた場所から何

処へ行けばいいのか今から困惑されて

いる。 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 
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・現段階では未調査のため、個別の補償内

容についてはお答えすることができま

せんが、移転が必要と市が判断した場

合、一般的に調査時点における土地評価

額や建物等の補償金額のほか、引越しの

移転費用等を国の補償基準等に基づい

て算定します。 

・移転の時期については移転先を探してい

ただくための準備期間を十分に配慮し、

今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な

説明と対応を行うことで、事業にご理解

とご協力をいただけるよう努めます。 

7 ・浅香山駅前線、浅香山駅前交通広場へ行

くための道路として府道 30 号線砂道交

差点（T 形交差点）を東へ道路を着ける

ことに異議を申し立てる。 

・沢山の商業施設や住宅・工場を買収する

必要があるため、費用が掛かり地元住民

もこの案件については反対の声が多い。 

・堺市にとっても財政危機の中、利用価値

のない道路を作っても商業施設や地域

住民が減るうえ、多額の買収費用が嵩み

税収減になり堺市にとって大きな損失

になると思うため、此の案件は反対す

る。 

・浅香山駅前線は、浅香山駅において幹線

道路から安全でアクセス性の高い道路

を整備することで、駅利用者の利便性が

向上し、駅周辺の活性化にも寄与するこ

とから、当該道路は必要であると考えて

います。現在の案は、南海本線七道駅方

面から都市計画道路が直線的に結ばれ

るためアクセス性に優れ、また生活道路

への通過交通を抑制する観点からも合

理的で適切な配置であると考えていま

す。 

・高野線浅香山駅を東方向へ抜けられない

駅前広場（ロータリー）が出来ても各停

しか止まらない駅で昔から利用客の少

ない処であり、もし道が出来ても駅前広

場の手前の道から（北から南方向へ）駅

南側１号踏切を渡る車の抜け道になり

交通事故に繋がる恐れが有る。 

・浅香山駅前交通広場や浅香山駅前線の整

備にあたり、周辺地域への影響を考慮す

ることは必須であると考えています。現

状の交通規制や道路利用状況をふまえ、

生活道路への車両流入抑制など、交通安

全対策について交通管理者と協議を進

めています。 
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・平成 19年より堺市へ府道 30号線高須交

差点より東へ浅香山 1号踏切方向に上が

る道路の拡張をお願いしてきた。 

その区間を広くすれば、駅の西側に駐車

場と駅前通りに面して鉄工所があり両

社で 2800㎡ はあると思われ駅前交通広

場にするには費用も安価にすみ 1号踏切

を車両も通行でき錦綾町交差点の渋滞

緩和にも影響すると思う。また、災害(東

南海地震)が起きた際にも西方向より関

西大学へ避難するにも最短で出来る。 

・私が経営する商業施設も砂道交差点沿い

約 4200㎡あり地権者としても、この場所

で地域貢献して堺市にも多額の納税を

している。府道 30号線沿いで此れだけの

広い商業施設は少なく、堺市にとっても

財政危機の中、利用価値のない道路を作

っても商業施設や地域住民が減るうえ、

多額の買収費用が嵩み税収減になり堺

市にとって大きな損失になると思うた

め、此の案件は反対する。 

・高須町交差点から浅香山 1号踏切までを

拡幅する案は、現道部を利用できるため

用地取得面積は小さくなるものの、七道

駅方面から浅香山駅へ直進することが

できません。また、生活道路に流入する

通過交通量の増加が懸念されます。 

・本事業により、踏切が除却されることか

ら避難時に踏切が障害になることはな

くなります。なお、現在、避難するため

に通行できる場所は踏切部に限られて

いますが、高架となることから、現況よ

り避難が困難になることはないと考え

ています。 

・後期高齢者の方が住み慣れた場所から何

処へ行けばいいのか今から困惑されて

いる。 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・現段階では未調査のため、個別の補償内

容についてはお答えすることができま

せんが、移転が必要と市が判断した場

合、一般的に調査時点における土地評価

額や建物等の補償金額のほか、引越しの

移転費用等を国の補償基準等に基づい

て算定します。 

・移転の時期については移転先を探してい

ただくための準備期間も含め、十分に配

慮したうえで、今後も説明会や用地交渉

の場で丁寧な説明と対応を行い、事業に

ご理解とご協力をいただけるよう努め

ます。 
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8 ・浅香山駅前交通広場・ロータリー計画に

関して、反対する。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。今後さらに少子化が懸念さ

れ、工事が終わる予定の２０年後、駅前

広場を作っても賑わいが戻るのか 

 

 

・幹線道路から浅香山駅への安全でアクセ 

ス性の高い道路を整備することで、駅利  

用者の利便性を向上させ、駅周辺の活性 

化にも寄与するため、連続立体交差事業 

に併せて浅香山駅前線及び浅香山駅前 

交通広場を計画しています。また、消防 

活動や救急活動の円滑化にも寄与する 

ことから、防災上も有益であると考えて 

います。 

・「令和２年度第１回堺市都市計画公聴会 

公述人の意見に対する考え方」の問いに

ついての答えが納得できない。公聴会は

形式上の物だったのか。 

 

 

 

 

 

 

・公聴会は都市計画の案を作成するにあた

り、都市計画法第１６条に基づいて住民

意見を反映させるため開催しています。

公聴会でいただいた意見には、市の考え

方を示した上で、都市計画の案を縦覧し

ています。 

また、公聴会の意見と案の縦覧期間中に

提出された意見書、それらの意見に対す

る市の考え方をあわせて都市計画審議

会に報告したうえで、都市計画の案につ

いて審議していただきます。 

・立ち退きの補償の話もされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・令和 2 年 10 月から開催した都市計画素

案説明会では、事業認可取得後に測量や

調査を実施したうえで用地交渉を行う

ことから、用地交渉は早くても令和 4年

度の後半以降になる予定であるとお伝

えしたところですが、今後も説明会や用

地交渉の場で丁寧な説明と対応を行い、

事業にご理解とご協力をいただけるよ

う努めます。 

・なぜ立ち退き対象者が自ら説明会に応募

して会場に出向き、参加しなければなら

ないのか。回覧板で回ってくる説明会の

日時以外は全てこちらから調べ、行動し

なければならない状態であり、インター

ネット環境のない方は、どのようにして

・市広報紙や市掲示板、ホームページを活

用するほか沿線の自治会の協力を得て

回覧や掲示板を用いた周知を行い、説明

会を開催しています。 

・都市計画素案説明会や環境影響評価準備

書説明会では、新型コロナウイルス感染
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調べれば良いのか。反対する機会もな

く、言われた通り立ち退くしかないの

か。 

症対策として事前申込制や説明動画の

事前配信などを行いました。 

・用地補償については、今後も説明会を予

定しているほか、随時のお問い合わせに

対しても丁寧な説明と対応を行い、事業

にご理解とご協力をいただけるよう努

めます。 

・コロナ禍の中、本当にやらなければいけ

ない事業なのか。 

 

・本事業は、安全で円滑な交通の確保と市

街地の活性化のために必要な事業であ

ると考えています。 

・誠意ある対応を求める。 ・今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な説

明と対応を行い、事業にご理解とご協力

をいただけるよう努めます。 

9 ・生活水準を維持したところに移転できる

ように充分な補償をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・現段階では未調査のため、個別の補償内

容についてはお答えすることができま

せんが、移転が必要と市が判断した場

合、一般的に調査時点における土地評価

額や建物等の補償金額のほか、引越しの

移転費用等を国の補償基準等に基づい

て算定します。 

・今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な説

明と対応を行い、事業にご理解とご協力

をいただけるよう努めます。 

・立ち退く必要がはっきりした計画が決ま

れば、できるだけ早く具体的な説明が欲

しい。 

・今後も手続きが進捗する度に説明会や資

料配付を行うなどの方法で、可能な限り

早く具体的な説明ができるよう努めま

す。 

・計画道路に隣接する住宅の人も、環境変

化が大きいので、希望すれば移転できる

ように補償が必要であると考える。 

・基本的に都市計画道路の区域外の土地は

移転補償の対象外となりますが、仮線・

仮側道や施工上必要になる場所は用地

のご協力をお願いすることがあります。

できる限り近隣の方への影響が少ない

方法を検討していきます。 

10 ・住み心地が良いため 

 仕事場が近い 

・本事業は鉄道を高架化してボトルネック

を含む全 10 か所の踏切を除却し、あわ
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 やっと理想の場所に住めたのに立退と

聞くだけですごく不安になる。 

せて浅香山駅前交通広場の整備などの

関連事業を実施することにより、安全で

円滑な交通の確保と市街地の活性化の

ために必要な事業と考えています。 

・事業に伴って移転や部分的な買収等をお

願いする方々には、事業認可取得後に権

利者の了承を得たうえで土地の測量や

建物等の調査を行った後、国の補償基準

等に基づいて土地評価額と建物等の補

償金額を算定して提示します。 

・現段階では未調査のため、個別の補償内

容についてはお答えすることができま

せんが、移転が必要と市が判断した場

合、一般的に調査時点における土地評価

額や建物等の補償金額のほか、引越しの

移転費用等を国の補償基準等に基づい

て算定します。 

・今後も説明会や用地交渉の場で丁寧な説

明と対応を行い、事業にご理解とご協力

をいただけるよう努めます。 


