星田 駅北 地区
平成 2
3年７月

第４号
発行：星田駅北地区の将来を考える会

暑い日 が続きますが、皆様にはご健勝にて お過ごしのことと存じ ます。
さて、 役員会では継続して、「まちの将来 像」について議 論を重ねています。前号
で お知らせした 試案に ついては 会員の 皆さまからも いくつかの意見 が寄せられました。
（ 裏面参 照）
これら の意見もふまえ、現在別紙のとおり 将来像（案）を検討中ですが、地元 住民
だ けでなく、実 績のあ る民間企 業の目 から見た当地 区の評価等を聞 いた上 で、再度皆
さ まと議論し、 将来像 をまとめ ていき たいと存じま す。つきまして は下記 の通り意見
交 換会を 開催致しますので、万 障お繰 り合わせの上ご 参加く ださい。

意見交換会に参加しましょう！
記
日
場

時：
所：

平成 2
3年７月 23日(土) 午前 1
0時～12時ごろ
星田会館 （同封の案内図をご覧ください。）

内

容：１ ．「住宅メーカーから見た星田駅北側地区の
住宅 地イメージ ＝ポテンシ ャル」
話題 提供： 大手ハウ スメー カー

２．意見交換 会：これ までの役員会 の活動経過を報 告し、「まち の
将 来像」に ついて話し合います。

会員の皆様 へ お願 い
◆星田駅北地区を少しでも快適で誇りを持てる地域とするため、皆で知恵を出し合いましょう。

ご 家族がお 集まり の機会 に、皆で 将来のことを話し合 ってみま しょう ！
◆この会は現在、区域内の土地所有者を会員としていますが、まちの将来を考えるには 、土 地
を 借りて農業や営業をさ れている方々 のご意見なども重要になってきます。今後いろい
ろな案内や便りを配布すべき方がおら れましたら、役員または下記の問 い合わせ先にお知ら
せいただきますようお願いいたします。
◆考え る会の 活動等に関するご 質問等は、役員に遠慮な くお問 い合わせください。
専門 的な事 項については下記ま でお 問い合わせください 。
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たより第 3号の将来像 (
案)
お よび会の運営に 対する ご意見

・ 環境の良い、ゆ ったりとした街ができる ことを望みます。土地利用に関 しては売却 でな
く借りてほしいと考えています。
・企業、公団住宅、ショッピ ングセ ンタ ー等の 複合施設としての開発を願っています。
・星田 駅に 近く非常に利便性も ある のに田、畑だ けしか 使え ないのはもっ たいな い。 農地
にこだわら ず宅地およ び大規 模商業施設もある活気ある町並みを つくり たい。道路 のな
い星田村と 違い、今な ら道路 整備も区画整備もできるし、なによ り高速 道路、鉄道 とす
べて アクセスがあ るので それ を利用できる 町をつ くって ほしい 。農地を減らして ほし
い。
・全体 会議 をもう少し回数を増 やし てほしい。全 体会議 での 出席者が少な すぎる ので 役員
諸氏の方が各戸家庭訪問するなど努力し てほしい。

活 動報告
①星田北地区３役と意見交換
去る ６月７日、星田コミュニ ティセンタ ーにて当会の 和久田会長 、栗田副会長、雨田事
務局長と隣接する星田北地区 ３役と で意見交換 を行いました。
各地区の現在の 活動状況をお 互い に報告し、重 複区域の解消や今 後の進め方に ついて議
論しま した。その結果、重複区 域について は９月末に予 定している 総会において水道道を
基本に 解消を検討していくこと になりまし た。区域の変 更は総会決 議事項となりますので
慎重に対応していく予定です 。
また両会は今後一層の連携を深め、調整 をおこなっ ていく 事が確認さ れました。

②まちづくり協定に基づく
土地利用変更等の届け出について

み んな で守ろ う!
「まち づくり 協定」

○１ 月末地区内 におい て、会 員より 申し出 のあ った相 当規模 の建築 物の建 設につ いて は、
再度、星 田北地 区ま ちづく り協議会と共 同で文 書に て、で きれば事業化 の目処 がつ くま
で建設を 待って 頂き たいこ と、周辺の環 境に十 分配 慮して 頂きたいこと 、等を 申し 入れ
ました。これに対し ､
「建設は 予定通り進 める、今後の事業等につ いては 協力をしたいと
は思うが不可 能なこともあることを了承してほしい 、その他環 境等に は最大限配 慮する」
旨の回答がありました。
○３ 月初めに届 け出の あった 星田駅 近傍で の自 宅の建 設につ いても 、同様 の申し 入れ を行
いました。こ れに対し「事情があり建 設を待つ事 は出来 ないが、周 辺環境には十分配慮し、
将来のまちづ くり事業等の協議に応じ、良好なまち づくりの推 進に協 力する」旨の回答が
ありました。
○6月 21日の役員会で協議し、上記２ 件の案件に ついて は、これ以 上の申し入れは行わな
いことといたしました。
※まちづくり協定に基づ く土地利用の変更 等に当たって は、所定の様式に 沿って会長宛 に
届 け出て いただ くことにな っています。 届け出 の様式は役 員宅および市 役所都 市計画課
に 配置し ています。

周辺 地区の 動き
・隣接の星田北地区と枚方市茄子作・高田地区では、住友信 託銀行と大林組を事業化検討パー
トナー（相談相手）に選定し、現在、意向調査や事業化区域の検討が進められているとのこと
です。
・当地区西側に隣接する寝屋川市の市 街化調整区域では、５月８日に良好なまちづくりを推進
することを目的として「寝屋川市寝屋２丁目地区の将来を考える会（区域は第２京阪道路以南、
会長辻本勇氏）」が設立されました。
・寝屋川市の寝屋南土地区画整理事業地区では６月 1
0日にビバモールがオープンしました。

