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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

土木総務課
枚方市鉄道駅バリアフリー化設備整備
費補助事業

現状のまま継続
長尾駅は駅前広場の整備とあわせる。
村野駅は今後行われるバリアフリー化工事に対し支援する。

土木総務課 砂防・急傾斜地・地すべり等の調整事務 現状のまま継続 土砂災害防止法に基づく区域指定に関する大阪府との連絡調整。

土木総務課 国・府道連絡調整事務 現状のまま継続
国道・府道の道路環境の改善を図るため、引き続き、事業者（国・府）との
連絡調整を行う。

土木総務課 第二京阪道路整備促進事業 現状のまま継続
新たに事務担当者レベルでの情報交換・共有のため、「枚方市域における
交通問題に関する連絡調整会議」等で引き続き調整を図る。

土木総務課 （仮称）淀川新大橋整備促進事業 現状のまま継続 高槻市と連携し、事業主体である大阪府と引き続き協議を行っていく。

土木総務課 新名神自動車道整備事業 現状のまま継続
国などの動向を見ながら情報収集に努め、大阪府・沿線各市と連携し、国
への要望活動を行う。

土木総務課 土木総務課運営事務 現状のまま継続
土木総務課所管事務及び各種庶務関連事務の正確かつ迅速な執行を行
う。

土木総務課
河川・水路・法定外水路境界明示事務
（公共下水道区域外）

現状のまま継続 継続して効率的な事務の執行。

土木総務課
河川及び下水道管理事務（公共下水道
区域外）

現状のまま継続 継続して効率的な事務の執行。

土木総務課 橋梁長寿命化修繕計画事業 現状のまま継続
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、修繕事業を実施し、定期的に計画の見
直し業務も行う。

道路管理課 道路アダプト事業 現状のまま継続 市民に広報して参加を促す。

道路管理課 道路管理事業 現状のまま継続 継続して効率的な事務の執行。
平成25年度
二次対象事業

道路管理課 道路橋梁事務管理事務 現状のまま継続 継続して効率的な事務の執行を行う。

事務事業総点検に係る対応方針 土木部
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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

道路管理課 開発行為に伴う帰属道路処理事務 現状のまま継続 継続して効率的な事務の執行。

道路管理課 道路占用・掘削許可事務 現状のまま継続 継続して、事務の効率化を図りながら執行する。

道路管理課 法定外公共物整理事務 現状のまま継続 継続して精査を行い、現況機能にそくした整理を行う。

道路管理課 地下埋設工事等調整事務 現状のまま継続 地下埋設工事連絡調整会議の開催と長期工事予定の情報提供。

道路管理課 道路管理課運営事務 現状のまま継続 情報を共有化して効率的な事務の執行を行う。

道路補修課 主要道路リフレッシュ整備事業 現状のまま継続 更なる財源（国庫補助金等）を活用し、重点的に整備を進める。

道路補修課 道路施設維持管理事業 現状のまま継続

今後、更なる道路利用者等からの補修依頼に対し、迅速かつ的確な対応
のため、現委託業務の作業範囲の拡大に努める。直営については、迅速
な危険回避などのセーフティネットの構築や施設の長寿命化に取り組むと
ともに施設の維持管理に関する技術や経験の蓄積と継承を図る体制を検
討する。
通報体制としては、現在、通常業務時は随時受付け、時間外及び休日に
ついても、本庁守衛室を経て連絡網を確保しており、緊急時の出動体制を
図っている。また、ホームページ上で補修要望を呼び掛けており、メール等
での問い合わせにも対応しているものであるが、今後、更なる通報内容の
確実な伝達等も踏まえ、より効率的な通報体制づくりを検討していく。また
郵政公社等の活用についても、既に実施しているが、より一層の協力体制
の確保に努めていく。

平成24年度
二次対象事業

道路補修課 中部別館維持管理事務 現状のまま継続 中部別館内委託業務の内容を見直し、コスト縮減に努める。
平成25年度
二次対象事業

道路補修課 道路補修課運営事務 現状のまま継続
事務処理については、より迅速に対応していくこと。公用車についても、例
年通りの定期点検を行うこと。

道路整備課 御殿山小倉線整備事業 現状のまま継続
引き続き道路詳細設計及び用地測量を行い、関係機関等との協議や地権
者との用地買収交渉を進めていく。

道路整備課 枚方藤阪線整備事業 現状のまま継続
平成24年度は、事業用地（岡東地区）の先行取得及び西禁野地区の予備
設計を取りまとめる。
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所管部署 事務事業名 今後の方向性 具体的な取り組み内容 備考

道路整備課 杉地区道路整備事業 現状のまま継続 平成24年度(2012)は、残区間の道路築造工事を実施する。

道路整備課 仮称三矢4号線外道路築造事業 休・廃止 平成23年度事業終了。

道路整備課 中振交野線整備事業 現状のまま継続
道路予定地にある風致保安林の指定解除対策に向けた設計を実施。ま
た、連続立体交差事業との連携を図りながら、協議・調整を進める。

道路整備課 牧野長尾線整備事業 現状のまま継続
平成24年度は、引き続き予備設計を取りまとめ、事業用地の先行取得を進
めていく。

道路整備課 長尾駅前広場整備事業 現状のまま継続 平成25年度末の駅前広場供用開始に向け、取り組んでいく。

道路整備課 津田駅東口駅前広場整備改良事業 現状のまま継続 平成26年度完了に向け進めていく。

道路整備課 阪八幡線道路拡幅事業 現状のまま継続 平成24年度は、用地の買戻しおよび道路拡幅工事を実施する。

道路整備課 尊延寺狭戸線歩道設置事業 現状のまま継続 平成24年度は、残り30m区間について関係地権者と協議を進めていく。

道路整備課 渚中宮線整備事業 現状のまま継続 平成24年度に工事を実施する。

道路整備課 交通バリアフリー道路整備事業 現状のまま継続 平成24年度は枚方公園駅東口周辺の工事を実施する。

道路整備課 中宮第2号線（中宮中央線）拡幅事業 現状のまま継続 用地測量を実施し用地取得を進める。

道路整備課 道路改良整備事業 現状のまま継続 引き続き安全で快適な道路空間を確保する。

道路整備課 市道杉5号線拡幅事業 休・廃止 地元の要望取り下げにより、事業中止。

道路整備課 市道尊延寺穂谷線拡幅事業 現状のまま継続 用地交渉を行うと共に、取得箇所から順次施工する。

道路整備課 （仮称）宗谷穂谷連絡道路整備事業 現状のまま継続 平成24年5月、整備工事を完成した。

道路整備課 道路整備課運営事務 現状のまま継続 引き続き円滑な課の運営に取り組む。
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道路整備課 阪八幡線歩道設置事業 現状のまま継続 残区間（L=23m）の歩道整備に向けて用地交渉を実施する。

道路整備課 仮称小倉第18号線整備事業 休・廃止 平成23年度事業終了。

道路整備課 交通安全施設整備事業（道路整備課） 現状のまま継続 引き続き地元要望や地域の実態を踏まえた施設の整備を進めていく。

道路整備課 渚西地区市管理道路改良事業 現状のまま継続 平成24年度（2012）、整備工事を実施する。

道路整備課 春日大峰線道路拡幅事業 現状のまま継続 引き続き用地取得の交渉を行う。

公園みどり課 桜の名所づくり事業 現状のまま継続 桜の植樹を推進する。
平成25年度
二次対象事業

公園みどり課 王仁ビオトープ整備事業 休・廃止 平成23年度ビオトープ整備完了。

公園みどり課 都市公園等維持管理事業 現状のまま継続
市内都市公園の有料施設（王仁公園、中の池公園、香里ケ丘中央公園）
について、指定管理者制度導入に向けて検討していく。

平成24年度
二次対象事業

公園みどり課 公園アダプト制度推進事業 現状のまま継続 地元自治会等への参画協力依頼を行い拡充を図る。

公園みどり課 公園緑化協会運営補助事業 休・廃止 平成24年度末をもって、公園緑化協会は解散とする。

公園みどり課 公園開発等指導事務 現状のまま継続
開発協議等の件数は、社会的な景気の動向に左右されるようで横ばい傾
向にある。

公園みどり課 花に囲まれたまちづくり推進事業 改善

平成25年度以降は（財）枚方市公園緑化協会が実施している「花いっぱい
運動」を引き継ぐことで、市立小中学校や幼稚園などの緑化を推進し、他
の事業等と一体的な取り組みで、事業の拡充を図っていく。
また、公園アダプト制度の推進や自治会等の参加による花壇管理の拡充
を図り管理経費の負担を軽減するように努める。市民との協働について
は、店先にある街路樹を花で彩ることによる恩恵を受けることになるため、
企業や商店に管理依頼を進め、事業の効率化を図っていく。

平成24年度
二次対象事業

公園みどり課 体育協会有料施設料金徴収事務 現状のまま継続
市内都市公園の有料施設（王仁公園、中の池公園、香里ケ丘中央公園）
について、指定管理者制度導入に向けて検討していく。

平成24年度
二次対象事業
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公園みどり課 公園みどり課運営事務 現状のまま継続 引き続き適正かつ効率的な執行を行う。

公園みどり課 星ヶ丘公園整備事業 現状のまま継続 用地取得を進める。

公園みどり課 緑地保全地域地区指導事務 休・廃止
大阪府版地方分権推進制度による移譲事務に係る交付金が、平成24年
度で終了することに伴い事業終了。

公園みどり課 茄子作公園暫定整備事業 現状のまま継続 買戻した用地を公園として整備していく。

交通対策課 駐車場届出等指導事務 現状のまま継続 引き続き、適正に事務の執行を行う。

交通対策課 駐車場案内システム維持管理業務 改善

市駅周辺の駐車場や共通駐車券の利用状況、めいわく駐車の状況を継
続的に観測するとともに、大阪府及び枚方警察署とシステムの運用に関し
て定期的に意見交換を行う。
コミュニティパーキング共通駐車券システム事業に参画の店舗・駐車場か
らの意見や要望の聴取等に取り組む。

平成24年度
二次対象事業

交通対策課 交通安全施設整備事業（交通対策課） 現状のまま継続
引き続き、地元要望や地域の実態を踏まえた施設の整備を進めていく中
で、交通事故対策事業で策定した改良箇所においても本事業で実施して
いく。

交通対策課 交通安全啓発事業 現状のまま継続
効果的、効率的に事業を継続していく。また、子供と高齢者を対象にした
啓発活動を強化していく。

交通対策課 交通対策協議会補助事業 改善

補助金の交付については、「枚方市補助金等交付規則」及び「枚方市交
通対策協議会に対する補助金交付要綱」に基づき交付している。
補助金の対象となる経費は、交通対策協議会の事務局職員の人件費、交
通事故をなくす運動推進に伴う物件費等となっている。毎年、要綱に基づ
いた事業計画の提出を受け、内容審査の上、交付額を決定している。な
お、今後も啓発看板等や各種大会運営経費等の物件費については、交
通事故をなくすため、より効果的・効率的な内容となるよう検討をすすめ
る。

平成24年度
二次対象事業

交通対策課 枚方交野交通安全協会補助事業 現状のまま継続
引き続き、枚方交野交通安全協会の啓発事業の効率化を図りながら交通
安全の取り組みを進めていく。
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交通対策課 めいわく駐車防止事業 現状のまま継続
引き続き、PR活動等を積極的に行うことにより共通駐車券システムを市民
へ浸透させていく。

交通対策課 放置自転車対策事業 現状のまま継続 引き続き、効果的、効率的な放置自転車対策を進めていく。

交通対策課
甲斐田・西牧野自転車保管場所施設維
持管理事業

現状のまま継続 引き続き、自転車保管場所の効率的な運営を図っていく。

交通対策課 有料自転車駐車場施設維持管理事業 現状のまま継続
引き続き、指定管理者制度に対して、効果的効率的な運営を指導してい
く。

平成25年度
二次対象事業

交通対策課
岡東町自動車駐車場施設維持管理事
業

現状のまま継続 引き続き指定管理者に対して、効果的・効率的な運営を指導していく。

交通対策課 開発交通関係協議・指導事務 現状のまま継続 引き続き、適正に事務の執行を行う。

交通対策課 自動車駐車場特別会計繰出金事務 現状のまま継続 平成25年に起債償還が終了するために、それまで引き続き行う。

交通対策課 交通対策課運営事務 現状のまま継続 引き続き適正かつ効率的な執行を行う。

交通対策課 バス走行環境整備事業 現状のまま継続
引き続き、バスの走行に適応した環境整備をバス事業者との連携により実
施していく。

用地課 用地課運営事務 現状のまま継続 引き続き適正かつ効率的な執行を行う。

用地課 用地取得業務 現状のまま継続 引き続き、用地取得等交渉・協議。
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