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１．事業進捗状況（第３工区完成イメージ公表） 資料作成：再開発組合
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第３工区 再開発ビル完成イメージ

■完成イメージ１（枚方T-SITE方面上空から見たイメージ）

■完成イメージ２（天野川方面から見たイメージ）

■完成イメージ３（京阪交野線側から見たイメージ）

完成イメージ
１視点

完成イメージ
３視点

完成イメージ
２視点

■各パースの視点の大まかな場所



２．これまでの経過と地元要望 資料作成：再開発組合

これまでの説明会等の経過

時期 説明会等の概要

2020年11月
整備計画概要に関する地元説明会（外周道路、再開発事業全体整備概要等）
説明対象：枚方第２・磯島・高陵・明倫校区
※説明会資料、説明会Ｑ＆Ａについては再開発組合ＨＰに後日掲載

2020年12月

工事に関する地元説明会（全工区解体工事・第３工区施設建築物・区画道路等）
説明対象：枚方第２・磯島・高陵・明倫校区
※磯島・高陵・明倫校区の説明会はコロナ感染拡大状況もあり中止とし、出席予定者の方へ資料を配付
※説明会資料、説明会Ｑ＆Ａについては再開発組合ＨＰに後日掲載

2021年１月
新町地区への「説明会での説明を求める質問・意見」「個別の質問や意見」を募集し、枚方市・再開発組
合から書面にて回答を各戸に配布

 当組合では、2020年11月以降にそれぞれの説明内容に応じて説明会等を実施してきました。
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通路１号・２号等に関する新町地区の皆さんからの主な要望事項

主な要望事項

①通路１号・２号を通った京街道への通過交通抑制

②通路１号・２号の歩行者安全対策（北口駅前広場への通り抜けも含め）

③ふとん太鼓倉庫の移設先確保

 これまでの説明会等では、今回の再開発事業の整備に関して、新町地区の皆さんから通路１号・２号等に関して、①通路
１号・２号を通った京街道への通過交通抑制、②通路１号・２号の歩行者安全対策、③ふとん太鼓倉庫の移設先確保につ
いての要望をいただいております。



区画道路

荷捌き

凡 例

道路からの駐車場入口

敷地内の地区施設・車路ルート（入庫）

駐車場からの道路出口

敷地内の地区施設・車路ルート（出庫）

第１工区

枚方市駅

駅前広場

荷捌き

第２工区

荷捌き

京街道

ポール等のゲートを設置(公社住宅入居者と搬入
業者、緊急車両のみ通行)※設置場所は関係者と調整

３．地元要望への対応経過 資料作成：再開発組合

住宅用
機械式立体
駐車場
約８０台

施設用
自走式立体駐車場

約４６０台

第３工区

• 通過交通が通路１号・２号と京街道を通行しないよう、通路へのゲート設置、荷捌き等の業者への通行ルート
の指導、第３工区の施設用駐車場の出入り口の設定等の対策を再開発事業では講じることを説明しています。

店舗の搬入業者に対して外周
道路からのルート利用を指導

自走式立体駐車場ゲート
があるため第３工区一般
車両の北側へ進入不可
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これまで説明した通路１号・２号の地元要望への対応内容（京街道への通過交通抑制対策）

2021年3月以降に説明した地元要望への対応内容資料



３．地元要望への対応経過 資料作成：再開発組合

通路１号・２号に関係する2022年3月までの説明会等の経過

開催時期 説明会等の概要

2021年３月 新町地区小単位説明会（外周道路、通路１号・２号等）【説明対象：新町地区】

2021年４月 通路１号に関する説明会【説明対象：新町地区（通路１号隣接者）】

2021年７月 通路１号に関する説明会【説明対象：新町地区（通路１号隣接者）】

2021年11月以降 通路２号に関する個別説明【説明対象：新町地区（通路２号隣接者）】

2022年３月
枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業などに伴う地元説明会（各工区の整備計画、北口駅前広場・高架下計画、再開
発に伴なう交通関係、全体の工事スケジュール、今後の各種説明会）【説明対象：枚方第２・磯島・高陵・明倫校区】

 通路１号・２号に関する説明としては、２０２１年３月に『新町地区小単位説明会』を実施し、同説明会で進め方をお話
したとおり『通路１号隣接者への説明会』、『通路２号隣接者への個別説明』等の地元説明をこれまで実施してきました。
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2022年3月時点での通路１号・２号に関する新町地区の皆さんからの主な要望事項への対応状況

主な要望事項 要望事項へのこれまでの対応状況

①通路１号・２号を通った京街道への
通過交通抑制

第２工区居住者は、同じ地域の住民となる方でもあり、この住民の車両が京街道を
通らないよう制限することができないことを説明しています。
荷捌き等の第１～３工区関係車両は、京街道を通らないよう指導し、この対策は整
備後の再開発ビル管理者へ再開発組合から引継ぐことを説明しています。
通過交通抑制のゲートの設置位置等に関する物理的な通過交通抑制対策について、
これまで十分な説明ができておりません。

②通路１号・２号の歩行者安全対策
（北口駅前広場への通り抜けも含め）

通路１号・２号と第１工区敷地内通路を利用した北口駅前広場への通り抜け通路に
ついて説明をしています。
通路１号は、『通路１号隣接者への説明会』に出席された方々からの歩車分離につ
いての要望を踏まえて、原則横断防止柵を設置します。
通路２号は、歩行者安全対策について、これまで十分な説明ができておりません。

③ふとん太鼓倉庫の移設先確保 ふとん太鼓倉庫の移転先確保についてこれまで説明ができておりません。

 2022年3月説明会終了時点で、通路１号・２号等に関する主な要望事項については、対応が説明できているものと、でき
ていないものがあります。

※上記とは別途問合せをいただいた方については、個別説明対応をしております。



４．これまでの計画との主な変更点 資料作成：再開発組合
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これまでの計画との主な変更点

新町地区の皆さんから、これまでに通路１号・２号等に関す
る要望の、①通路１号・２号を通った京街道への通過交通抑
制、②通路１号・２号の歩行者安全対策、③ふとん太鼓倉庫
の移設先確保について、これまでの説明会等においても具体
的な対応内容が説明できていない部分がありました。そこで
今回、新たに土地（右図の青色部分）を取得して、これまで
具体的な対応内容を説明できていなかった部分について、可
能な範囲で最大限の対応をします。

今回、新たに土地を取得することによる①～③の各要望事項
について主な対応内容は以下のとおりです。

①通路１号・２号を通った京街道への通過交通抑制
→今回、取得した土地に通過交通抑制対策のゲートを設
置します。

→また、この土地を活かして、ゲート前に誤進入車両が
安全に戻るための転回スペースを設置します。

②通路１号・２号の歩行者安全対策
→通路１号・２号と今回取得した土地に、原則幅員1.5m
の歩行者空間を設け、駅前広場と区画道路の間に歩行
者の安全に配慮した通路を整備します。

③ふとん太鼓倉庫の移設先確保
→従前に京阪本線高架下にあった新町地区のふとん太鼓
倉庫を今回取得した土地に新設します。

なお、取得した土地に関する維持管理及び新町地区の皆さん
からの要望事項への対応については、今後、設立される再開
発ビルの管理者に引き継ぎます。

第１工区

京街道

これまでの計画

地元要望への対応

京街道

新たに土地を取得し
て地元要望への対応

取得土地

第２工区

第３工区

第１工区

第２工区

第３工区



京街道京街道

駅前広場
１工区 ２工区

３工区

３工区

５．通路１号・２号等の計画内容 資料作成：再開発組合
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• 今回、取得した土地にゲートを設置し、第１～３工区関係者以外の車両が通過できないようにします。
• 京街道や区画道路から通路１号・２号へ関係者以外の車両が誤進入しないよう、案内看板や路面標示を行います。
• 誤って進入した車両が安全に戻れるようにゲートが視認できる位置に転回スペースも設けます。

誤進入車両が区画道路へ
戻る転回スペースの設置

ゲート設置による
通過交通の抑制

案内看板・路面標示に
よる通過交通の抑制

■ゲートのイメージ

イメージ写真

通路１号・２号に
関係する車両種別

発生交通台数の想定

１日あたり ピーク時間あたり
（ ）内の時間は想定ピーク時間

第１工区 荷捌き車両等
In 約20台 約３台（11時～12時想定）

Out 約20台 約３台（11時～12時想定）

第２工区 荷捌き車両等
In 約33台 約５台（11時～12時想定）

Out 約33台 約５台（11時～12時想定）

第２工区 共同住宅車両
In 約48台 約５台（18時～19時想定）

Out約48台 約５台（７時～８時想定）

第３工区 荷捌き車両等
（通路１号のみ通行）

In 約122台 約15台（６時～７時想定）

Out約122台 約15台（６時～７時想定）

①通路１号・２号を通った京街道への通過交通抑制

荷捌き

荷捌き

路面標示による
通過交通の抑制

※上記の第２工区駐車台数には大阪府業務車両５台を含みます。

案内看板による
通過交通の抑制



駅前広場 １工区 ２工区

３工区

３工区

５．通路１号・２号等の計画内容 資料作成：再開発組合
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②通路１号・２号の歩行者安全対策
• 通路１号は、『通路１号隣接者への説明会』に出席された方々からの歩車分離についての要望を踏まえて、原則横断防止柵

を設置します。
• 通路２号は、第１・２工区の土地を活用し、通路の幅を整備前の約４mから整備後は約６mに広げて歩行者空間を確保します。
• 今回、取得した土地も含めて、駅前広場と区画道路の間は、原則幅員1.5mの歩行者空間を設けます。
• 通路２号の歩車分離用のポール等の設置は、通路２号に隣接される方々の利用状況や車両出入りを踏まえ個別協議とします。

通路１号と今回取得した土地は、
原則、横断防止柵を設置して歩行
者の安全性に配慮します。

■横断防止柵イメージ

イメージ写真

通路２号は、現状の利用状況を踏まえて、ポー
ル等の設置については、個別協議とします。

カーブミラーの設置

■カーブミラーイメージ



京街道京街道

駅前広場
１工区

２工区

３工区

３工区

５．通路１号・２号等の計画内容 資料作成：再開発組合
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③ふとん太鼓倉庫の移設先の確保
• 今回取得した土地に新町地区のふとん太鼓倉庫を設置します。
• ふとん太鼓倉庫の維持管理等は再開発ビル管理者に引継ぎます。

今回取得した土地に新町地区の
ふとん太鼓倉庫を設置します。



５．通路１号・２号等の計画内容 資料作成：再開発組合
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通路１号・２号の計画図

京街道京街道

駅前広場
１工区

２工区

３工区

３工区

１工区内の歩行
者通り抜け通路



６．地元要望への対応一覧 資料作成：再開発組合
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地元要望への対応・まとめ

主な要望事項 要望事項への対応状況

①通路１号・２号を通った京街道へ
の通過交通の抑制

第２工区居住者の車両については、同じ地域の住民となる方でも
あり、京街道を通らないよう制限をすることはできません。
荷捌き車両等については、京街道を通らないよう指導し、この対
策は整備後の再開発ビル管理者へ再開発組合から引継ぎをします。
看板・路面表示による注意喚起、取得する土地への通過交通抑制
のゲートの設置といった物理的な通過交通抑制対策を講じます。

今回までで
対応について

説明済み

②通路１号・２号の歩行者安全対策

通路１号・２号と第１工区敷地内通路を利用した北口駅前広場へ
の通り抜け通路について説明をしています。
通路１号は、『通路１号隣接者への説明会』に出席された方々か
らの歩車分離についての要望を踏まえて、原則横断防止柵を設置
します。
通路２号は、第１工区・第２工区の土地を活用し、通路の幅を整
備前の約４mから整備後は約６mに広げて歩行者空間を確保しま
す。取得する土地の部分も含めて、駅前広場と区画道路の間は、
原則幅員1.5mの歩行者空間を設けます。
通路２号の歩車分離のポール等の設置は、通路２号に隣接される
方々の利用状況や車両出入りを踏まえ個別協議とします。

今回までで
対応について

説明済み

③ふとん太鼓倉庫の移設先確保
取得する土地にふとん太鼓倉庫を設置します。
ふとん太鼓倉庫の維持管理等は再開発ビル管理者に引継ぎます。

今回までで
対応について

説明済み

 これまでの説明会等での通路１号・２号等に関する新町地区の皆さんからの主な要望事項への対応内容としては、以下の
とおりです。
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