ト案﹂としてまとめ︑今後︑
事業者を募集していく︒
団地の立て替えによって
生まれる活用地は︑ か所
あるが︑府営三原台１丁住
宅は︑既に近畿大学医学部

の移転用地となることが決
まっており︑府営高倉台セ
ンターは︑近隣センターと
ともに区画整理事業を行う
予定︒ＵＲの泉北城山台３
丁︑泉北庭代台２丁につい

南海高野線

ったが︑５者が対等な立場
で泉北ニュータウン全体の
活性化に向けて連携を強化
するため︑名称を 月 日
付けで変更した︒事務局は︑
堺市の泉北ニューデザイン
室に置く︒
︹山本裕︺

北ニュータウン再生府市等
連携協議会﹂という名称だ

で構成される協議会で︑泉
北ニュータウン地域の活性
化策や互いの連携について
話し合う︒これまでは︑﹁泉

協議会は︑府や堺市︑ＵＲ︑
府住宅供給公社︑南海電鉄

ては︑具体的な計画がまだ Ｒが案に沿って具体的な事
業内容を決め︑必要な手続
決まっていない︒
最も早く活用地が生まれ きを経たうえで︑事業を選
るのは︑府営の竹城台３丁︑ 定して活用地を売却する︒
泉北ニューデザイン推進
若松台２丁︑原山台３丁の
緑道南側部分で︑ 年度に
公募を行う︒ほとんどの活
用地は︑子育て世帯向け住
宅や環境配慮型の戸建て住
宅など住宅建設を想定して
いるが︑若松台２丁では︑
カフェやマルシェなどの商
業施設を想定︒ＵＲ泉北竹
城台１丁では︑ヘルスケア
関連企業や宿泊施設などの
誘致などを目指している︒
協議会では 月下旬まで
市民の意見を募った後︑来
年１月に活用コンセプト案
を策定︒その後は︑府やＵ

年度完成めざす
あるが︑今回の工事では︑
堺東駅周辺で︑現在の線路
の上に高架橋を建設した後
に高架へ切り替える﹁直上

方式﹂を採用︒
他の区間では︑仮線を設
けて線路を移動させた後
に︑現在の線路の上に高架
橋を建設する﹁仮線方式﹂
を採用する︒
また︑浅香山駅の西口に
２８００平方メートルの駅
前広場を整備し︑駅舎を再
整備する︒
︹山本裕︺

殺死亡率は２・７ポイント
上昇し ・１︒
和泉市の自殺者数は 人︒

前年より８人︵ ・８％︶
増加︒男性が５人増え 人︑
女性が３人増えて 人︒自
人︑ 〜 代が 人︑ 代
以上が７人︒構成比では
代以下が ポイント上昇し

人︑ 〜 代が 人︑ 代
以上が８人︒構成比では
代以下が ポイント上昇し
て ％︑ 〜 代が ポイ
ント下がって ％︑ 代以

殺死亡率は４・３ポイント
上がって ・７になる︒
年代別では 代以下が５

１ポイント上昇した︒
年代別では 代以下が４

昨年の南区前年の４割増に

自殺者︑
女性は２倍増

南海堺東駅周辺の交通渋 くなる堺東駅が地上約 メ
滞を緩和し︑駅前広場など ートルとなる予定︒
鉄道の立体交差の工事方
を整備する連続立体交差事
法には大きく分けて３種類
業について︑堺市は８月
日︑都市計画決定を行った︒
今年度中の事業認可取得を
目指す︒事業開始後は用地
取得を行った後︑工事に着

南区では昨年１年間︵１
月〜 月︶の自殺者が前年

27

31

19
て ％に︒ 〜 代が５ポ
イント下がって ％︑ 代
以上が６ポイント下がって
％になる︒
堺市の自殺者数は 人
︵ ・

12
２％︶増えて１４３人︒男

人︒自

りの自殺者数を示す自殺死

人︑女性が

になる︒

上が前年と同じ水準の ％
︹藤原︺

70 12

手︒ 年度ごろの完成を予
定している︒総事業費は約
５６５億円︒

南区の自殺者数は 人︒
前年より７人︵ ・２％︶
増加︒男性が１人増えて
人︑女性が６人から 人に
倍増した︒人口 万人当た
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性が
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30
亡率は ・９︒前年より５・

29

高野線立体交差事業では︑ より約 ％増加し︑女性が
浅香山駅から堺東駅南側ま 倍増した︒和泉市では約
での約３・５キロの鉄道を ％増加した︒

高架の高さは浅香山駅が

高架化し︑両側に幅６メー
トルの側道を設ける予定︒
これによって︑周囲の渋滞
の原因となっている か所
の踏み切りを廃止する︒
地上約８メートル︑最も高

35
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24
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12

40

16

17

浅香山〜堺東を高架化

府営原山台４丁
府営原山台５丁
府営宮山台２丁
府営晴美台４丁
府営御池台２丁
府営高倉台センター
UR泉北城山台３丁
UR泉北庭代台２丁

23

22

45

替えによって生み出される
活用地９か所の利用方針の
素案をまとめた＝３ページ
に地図︒協議会では今月下
旬から市民らから意見を募
ったうえで﹁活用コンセプ

UR泉北竹城台１丁

12

宿泊や商業 施 設 も

府営原山台３丁

13

10

27

来年１月にも案作成

府営若松台２丁

13

54 60

建て替え余剰地の活用素案

府営竹城台３丁

40

10

泉北ニュータウンの活性
化について協議を行ってい
る泉北ニューデザイン推進
協議会は 月 日︑大阪府
やＵＲが泉北ニュータウン
内で進めている団地の建て

府営三原台１丁

公募開始時期 面積
（ha）
活用コンセプト
19年売却済み 3.0
近畿大学医学部移転用地
22年売却予定 3.3
近畿大学医学部移転用地
若年・子育て世帯のライフスタイルを支える住宅と機能
23年〜
1.3
・木造集合住宅・カフェなど
新たなライフスタイルを提案する商業施設などを誘致
23年〜
0.9
・カフェ、ベーカリー、雑貨店、産直マルシェなど
1.0（緑道沿い南側） 緑道に開かれた環境配慮型の戸建て住宅地
23年〜
0.7（幹線道路沿い） 健康をサポートする施設や商業施設などの誘致
25年〜
1.0（緑道沿い北側） 緑道に開かれた環境配慮型の戸建て住宅地
26年〜
24年〜
0.7
新産業や住宅、宿泊機能など将来ニーズに対応する
31年〜
4.0
拠点の形成
24年〜
0.3
公園・緑道に開かれた交流施設を備えた住宅地
26年〜
1.1
子育て世帯向け住宅など
27年〜
1.8
緑に囲まれた環境配慮型の戸建て住宅
27年〜
1.7
環境配慮型の戸建て住宅地
28年〜
0.6
環境配慮型の戸建て住宅地
未定
区画整理事業で整備予定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

（２ ）

2021年（令和３年）11月18日

泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY

