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令和３年９月１０日  

 

長岡京市議会 

議長 田 村 直 義 様 

 

建設水道常任委員会       

委員長 冨 岡 浩 史    

 

 

建設水道常任委員会所管事務調査報告書 

 

 

本委員会は、去る令和元年１２月の委員会において、「将来を見据えたまちづくりについ

て」を所管事務調査事項とし、鋭意、調査・研究を行ってきました。 

ここに、所管事務調査の活動を総括し、会議規則第１０３条の規定により、下記のとお

り報告します。 

 

＜はじめに＞ 

今後、人口減少といった社会問題は本市にとっても課題であります。そのようななか、

本市の魅力を発信していくために、将来にわたる安心・安全な水道水の供給体制や、本市

の都市機能の中心的エリアである駅周辺の機能の増進をしていくことが重要です。 

そのため、本委員会では、所管事務調査のテーマを「将来を見据えたまちづくりについ

て」としました。また、その中でも、１．上下水道事業の広域化・民間委託について、２．

阪急長岡天神駅周辺まちづくりについて、３．阪急西山天王山駅周辺まちづくりについて

の３つをテーマとし、将来を見据えた方向性や課題などに関する調査・研究を行いました。 
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【上下水道事業の広域化・民間委託について】 

 

１．全国的な背景 

国（総務省）が取り組む公営企業の抜本的な改革の推進において、上下水道事業は公

営で行う必要性が高く、地方公共団体の事業主体としての位置づけが法定されているこ

とから、広域化及び民間活用の検討を求めています。 

広域化については、都道府県において令和４年度までに「水道広域化推進プラン」又

は「広域化・共同化計画」の策定を要請しています。その際に、事業の経営統合、施設

や水質管理システム等の共同利用、処理場の統廃合や管理事務の共同発注等、多様な手

法があることを踏まえ、地域の実情に沿った検討を求めています。 

民間活用については、民間の資金・ノウハウの活用による効率化が期待できることか

ら、民間委託や指定管理者制度の導入、地方独立行政法人の設立など、多様な手法につ

いて積極的かつ計画的な導入の検討を求めています。 

 

２．京都府の取り組み 

 京都府は平成３０年１１月に「京都水道グランドデザイン」を策定し、人口減少社会

の到来等、水道事業を取り巻く厳しい環境の変化に対応し、将来にわたる安心・安全な

水道水の供給体制を築くため、府内全域の水道事業の方向性を示しています。今後の厳

しい事業環境に対応していく必要があり、３つの視点「安全性の保証」「危機管理への対

応」「持続性の確保」で目標を定め、３つの圏域（北部・中部・南部）で広域化・広域連

携の取り組みを進めます。 

 

３．本市の現状 

本市では令和元年８月に「長岡京市上下水道ビジョン」を策定しています。今後の人

口減少等による水需要の減少が想定される中、乙訓２市１町や府営水受水１０市町との

広域的連携等により更なる効率化が図れるよう検討しています。また、日本水道協会と

の災害時の応援協定など災害時の対応や事業の効率化等を図っています。 

 

４．今後の方向性 

人口減少等による水需要の減少、水道施設の耐震化や老朽管の更新等に伴う費用の増

大、退職に伴う技術職員の減少等による人員不足や技術力の低下など、全国の水道事業

体が抱える課題は、本市においても共通するものです。これらの課題を解決するため、

広域化・広域連携によるスケールメリット、人材育成や技術の継承等の議論を進め、将

来にわたり二元水源の水道事業を安定して継続的に運営できるよう、今後の動向に注視

していきます。 
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【阪急長岡天神駅周辺まちづくりについて】 

 

１．背景 

阪急長岡天神駅周辺は、本市の都市機能の中心的エリアにあり、その機能の増進を目

的に「開田地区土地区画整理事業」が昭和３２年に都市計画決定されましたが、その後

の社会経済情勢の変化等により、ＪＲ長岡京駅西口の再開発や京都縦貫自動車道の整備

を先行して、近年まで具体的な事業化に至らず大きな課題として残ってきました。 

こうした中、駅前まちづくりを再始動するため、平成２７年７月に地域の方々を中心

に「長岡天神駅周辺まちづくり協議会」が設立され、平成３０年３月に「長岡天神駅周

辺まちづくり基本構想」が長岡京市に提言されました。その後、この提言も踏まえ、学

識経験者・市民・関係行政機関等で構成した「阪急長岡天神駅周辺整備基本計画策定委

員会」で検討を深め、平成３１年３月にまちづくりの具体的な取り組みを行う指針とな

る「阪急長岡天神駅周辺整備基本計画」を策定されたところです。 

基本計画では、まちの将来イメージ像を構成する主な計画として「阪急鉄道の高架化」

「駅前広場の整備」「補助幹線道路・長岡京駅前線の整備」を掲げており、今後、実現化

に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

具体的な手法として、都市計画決定した土地区画整理事業を基本としつつも、当時と

は土地利用や社会状況等も大きく変わり、現在の状況に応じたまちづくり手法を検討し、

合意形成を得ながら進めていく必要があります。 

 

２．市のこれまでの取り組み 

まちづくり手法を計画するにあたり、何よりも重要なことは地域住民の合意形成を図

ることであり、住民自らがまちづくりに参画し、まちへの投資を促していく必要があり

ます。 

令和元年度は、基本計画の策定による報告会を開催し、計画の着手を周知したあと、

都市計画決定済の土地区画整理事業区域内で、さらに重点的に整備する区域を定める取

り組みが実施されました。 

合意形成は対象地域を１２～１３ブロックに分け、できるだけ多くの意見を聞くこと

に注力されました。 

第１回意見交換会で地域の課題（事業の必要性）を確認、第２回で現在の道路の整備

状況や防災力等の課題の洗い出し、駅前広場・補助幹線道路などの重要な都市施設の整

備優先からブロック別に事業の必要性が確認されました。 

第３回では、土地区画整理事業区域内の土地所有者等に向けたアンケート調査の結果

を踏まえて、まちづくり手法の検討を進めていく「重点整備地区」を提案し、設定され

ました。 

・基本計画活動報告会 令和元年 ５月２４日～ ７月 ９日 参加者４３９名 
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・第１回意見交換会  令和元年 ８月３０日～１０月１４日 参加者１６２名 

・第２回意見交換会  令和元年１１月２１日～１２月１４日 参加者１１９名 

・第３回意見交換会  令和２年 ２月２６日～ ２月２９日 参加者 ８０名 

令和２年度は、「重点整備地区」における実現性ある具体的な事業計画の検討が進め

られています。 

 

３．検討内容 

①連続立体交差事業について 

   連続立体交差事業の事業調査着手に向け、京都府・長岡京市・阪急電鉄株式会社の

３者で検討を進めています。 

連続立体交差事業の方式として「仮線方式」と「別線方式」を検討しています。 

方式の最終決定は事業主体である京都府の決定を待つ必要がありますが、方式の選択

が駅周辺整備に大きく影響するため、今後のまちづくりの展望を踏まえて、最適な方

式を検討していきます。 

・仮線方式・・・借地により仮線路を設置し、現在の線路付近に計画線路の高架を建設

する方式。建設中は仮線で運行する必要があり、本地区においては、

現在の線路より東側に仮線・仮駅を設けることになります。東側のま

ちづくりは、仮線撤去後に施工することになりますが、西側のまちづ

くりは高架化事業のスケジュールに影響なく進められます。 

・別線方式・・・用地買収を行い現在の線路とは別の位置に新しく計画線路の高架を建

設する方式。本地区においては、現在の線路より東側に新しい線路・

駅を設けることになります。東側のまちづくりは、高架化事業に影響

され、西側のまちづくりは高架化事業の完了後となり、スケジュール

に影響されます。 

＜まちづくり展開を踏まえた最適な方式の提案＞ 

   上述の各方式の特徴の整理から、別線方式においては、現在線とは異なる位置に高

架化が計画されるため、現在線の跡地利用も含めてその位置決定がされるまでは、駅

前広場や補助幹線道路といった周辺整備の計画検討・決定ができません。 

   仮線方式は、基本、現在線の位置で高架化するため、周辺整備の検討も現在線の位

置で実施することが可能で、施工時における仮線期間中のまちづくりの進め方の課題

があり、将来像を見据えながら検討していく必要があります。 

 

②市街地整備手法について 

駅前広場や補助幹線道路の整備、また、基本計画で示す駅周辺の土地利用計画にお

ける面的な整備を行うための手法をまちづくりの視点から検討しています。 
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連続立体交差事業が駅東側のエリアに影響してくることから、駅西側と駅東側それ

ぞれの事業展開・手法を検討しています。 

○駅西側について 

    駅西側については、連続立体交差事業の影響が少ないため、基本計画で示すまち

の姿を目指し、補助幹線道路や駅前広場の計画、都市機能の高度化・集約化の検討

を進めます。事業手法の例として、道路事業（用地買収方式）や土地区画整理事業、

再開発事業等が考えられますが、対象権利者の意向確認や地域の合意形成を図りつ

つ進めて行く必要があります。 

○駅東側について 

駅東側については、連続立体交差事業の影響が大きいことから、暫定的な事業手

法をとりいれ、連続立体交差事業の進捗に応じて段階的に整備する手法を検討しま

す。東側についても、地域の合意形成を図りつつ進めていくことが大切です。 

上述の連続立体交差事業の検討状況、駅西側・東側の事業の進め方について、重

点整備地区の土地・建物所有者を対象に事業検討会を開催し、意見交換を行ってい

ます。 

・第１回事業検討会  令和２年１０月１日～１０月３日 参加者 ５８名 

今後は引き続き西側・東側の事業検討の精度を高め、地元合意形成を図りつつ事

業を確立していきます。 

＜市街地整備手法の提案＞ 

   市街地整備手法については、まちづくり展開に大きく影響する連続立体交差事業の

計画と、駅西側や駅東側それぞれの展開を踏まえながら検討すべきです。上述のとお

り影響が少ない駅西側については先行してまちづくりを進めていくべきであるが、東

側が連続立体交差事業の完成まで停滞しないよう、事業進捗に合わせて段階的に整備

する手法の検討が必要であります。 

   東西の整備手法の検討にあたっては、しっかりと地元の方など市民との意見交換や、

ワークショップ開催などによって地元合意形成を図って進めていくことが重要です。 

また、立地適正化計画における居住誘導や都市機能誘導といった市全体の立地計画

との整合を図って進めていくことも必要です。 

 

③街路整備事業（長岡京駅前線） 

＜提 案＞ 

長岡京駅前線は、令和２年７月に３工区が供用し、全長９９０ｍの内５５８ｍ供用

されました。引き続き４工区（２２３ｍ）の整備を進め、早期に完成させることが必

要です。 

また、４工区整備後においても踏切部は現状２車線のまま課題として残るため、京

都府に対して、連続立体交差事業の事業化の要望を引き続き働きかけることが重要で
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あると共に、前述した駅東側の段階的な整備手法として、連続立体交差事業で手戻り

にならないような暫定的な駅前広場などを検討してくことが必要です。 

 

④無電柱化推進事業 

＜提 案＞ 

基本計画で掲げるまちの景観形成や歩行者空間確保のため、無電柱化の推進が重要 

です。 

長岡京駅前線の街路整備事業で無電柱化を実施するとともに、アゼリア通りの市役所 

前区間の整備検討を早期に実施していくべきです。 
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【阪急西山天王山駅周辺まちづくりについて】 

 

１．背景 

平成２５年１２月に開業した阪急西山天王山駅は、京都縦貫自動車道の高架下に位

置し、高速バス停留所と接続するなど全国でも珍しい広域交通結節点として整備され

ました。 

駅開業に合わせてＪＲ長岡京駅、京阪淀駅を結ぶバス路線も開設され、それまで中

心エリアにあるＪＲ長岡京駅及び阪急長岡天神駅の両駅を市の玄関口としてきた本市

にとって、新たな鉄道駅の開業により、市の南の玄関口としての役割が期待されると

ころです。 

本市のまちづくりの基本計画である都市計画マスタープランにおいても西山天王山

駅周辺を交流拠点ゾーンに位置づけ、市民と来訪者の交流を促し、市内に交流の輪が

広がるゾーンを目指してきました。 

 

２．取り組み内容 

西山天王山駅周辺地区においては、これまでにも周辺環境に合わせた地区の高度利

用と賑わいの創出を誘導するため、都市計画の見直しを行い、建築物の最高高さを２

５ｍまでとする第３種高度地区の設定や地区計画制度を活用してきました。 

また、周辺に広がる農地の地権者によって設立された土地区画整理組合により、土

地区画整理事業が開始され、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図り、良好

な市街化が促進されることとなりました。 

そのような取り組みが進む中、当該土地区画整理事業区域内を、本市のみならず乙

訓地域の基幹病院である済生会京都府病院が、現病院（今里南平尾）の老朽化に伴う

移転建替え先として選定するなど、都市機能の誘導が推進してきました。 

現在、建設中の新病院は阪急西山天王山駅から徒歩でアクセスできる病院であり、

高速道路のＩＣにも近接することから、広域の拠点病院としての役割が期待されます。 

本市は、令和元年度に西山天王山駅周辺地区１６７ｈａにおいて都市再生特別措置

法に基づく都市再生整備計画を定め、新病院の建設支援や道路歩行空間の整備、駅の

観光ＰＲ情報板の再整備など、公共公益施設の整備に関する事業を実施しています。 

 

３．今後の取り組み 

これまでの取り組みを踏まえ、駅周辺の土地利用は徐々に高度利用が図られつつも、

いまだ生活利便施設は不足しており、安全に通行できる歩行者・自転車通行空間の整

備などの都市基盤の充実も求められています。 

新病院の開院後は、駅周辺の歩行者、自転車、車の通行量がさらに増加することが見

込まれるため、それぞれの移動手段による安全・快適な移動環境の整備は重要な課題
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であると思われます。 

また、西山天王山駅周辺は、長岡天神駅との機能分担を意識し、例えばサテライト

オフィスなど異なる特色を持った地域としてまちづくりを行うことも考えられます。 

高速ＩＣ、高速バス停、鉄道駅並びにＪＲ、京阪とも接続するバス路線網などが集

積した本市の広域交通の結節拠点である西山天王山駅周辺地区が持つポテンシャルを

最大限に生かしたまちづくりを考えていくことが望ましいと考えます。 
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＜建設水道常任委員会所管事務調査活動の概要   令和元年１２月～令和３年９月＞ 

開催日 調査・研究事項 

令和元年１２月１６日 ・テーマについて意見交換 

令和２年 ３月 ４日 ・テーマの決定 

・スケジュールの確認 

・上下水道事業（広域化・民間委託）について理事者から説明

を受け、意見交換 

・行政視察の日程・テーマ、行先などについて、正副委員長に

一任 

令和２年 ６月１６日 ・上下水道事業（広域化・民間委託）について意見交換 

・阪急長岡天神駅周辺まちづくりについて理事者から説明を受

け、意見交換 

令和２年 ９月 ４日 ・阪急西山天王山駅周辺まちづくりについて理事者から説明を

受け、意見交換 

・上下水道事業（広域化・民間委託）について理事者から説明

を受け、意見交換 

・阪急長岡天神駅周辺まちづくりについて意見交換 

・管外視察について今年度は中止 

令和２年１２月１４日 ・上下水道事業（広域化・民間委託）部分の報告書（案）につ

いて意見交換 

・阪急長岡天神駅周辺まちづくりについて意見交換 

・阪急西山天王山駅周辺まちづくりについて意見交換 

令和３年 ３月 ３日 ・上下水道事業（広域化・民間委託）部分の報告書について 

・阪急長岡天神駅周辺まちづくり部分の報告書（案）について

意見交換 

・阪急西山天王山駅周辺まちづくりについて意見交換 

令和３年 ６月２１日 ・阪急長岡天神駅周辺まちづくり部分の報告書について 

・阪急西山天王山駅周辺まちづくり部分の報告書（案）につい

て意見交換 

・管内視察の行先決定、日程は正副委員長に一任 

令和３年 ７月２１日 管内視察（洛西浄化センター） 

・呑龍ポンプ場について 

令和３年 ８月２５日 ・呑龍ポンプ場の現地視察について意見交換 

・所管事務調査報告書（案）について意見交換 
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所管事務調査にかかる資料 

１．令和２年 ３月 ４日 

（１）テーマ及びスケジュール（案） 

（２）上下水道事業（広域化・民間委託）について 

 

２．令和２年 ６月１６日 

（１）阪急長岡天神駅周辺まちづくりについて 

 

３．令和２年 ９月 ４日 

（１）西山天王山駅周辺地区（京都府長岡京市）整備方針概要図（都市構造再編集中

支援事業） 

（２）上下水道事業の広域化・民間委託について 

 

４．令和３年 ３月 ３日 

（１）阪急長岡天神駅周辺整備 これまでの検討内容について  

  （２）阪急長岡天神駅周辺整備基本計画策定に係る報告会結果概要 

  （３）阪急長岡天神駅周辺整備の意見交換会（第１回）結果概要 

  （４）阪急長岡天神駅周辺整備の意見交換会（第２回）結果概要 

  （５）阪急長岡天神駅周辺整備の意見交換会（第３回）結果概要 

  （６）阪急長岡天神駅周辺整備の『事業検討会』の結果概要 

  （７）西山天王山駅周辺地区（京都府長岡京市）整備方針概要図（都市構造再編集中

支援事業） 

 

 

 


