
都市再生整備計画　事後評価シート
枚方中部地区

平成２５年２月

大阪府枚方市



評価結果評価結果評価結果評価結果のまとめのまとめのまとめのまとめ

都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名 面積面積面積面積 680ha680ha680ha680ha

交付期間交付期間交付期間交付期間 40%40%40%40%

基幹事業基幹事業基幹事業基幹事業

提案事業提案事業提案事業提案事業

提案事業提案事業提案事業提案事業

提案事業提案事業提案事業提案事業

当当当当　　　　初初初初

変変変変　　　　更更更更

単位単位単位単位 基準年度基準年度基準年度基準年度 目標年度目標年度目標年度目標年度 モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング 評価値評価値評価値評価値

ありありありあり

なしなしなしなし

ありありありあり ●●●●

なしなしなしなし

ありありありあり

なしなしなしなし

ありありありあり

なしなしなしなし

単位単位単位単位 基準年度基準年度基準年度基準年度 目標年度目標年度目標年度目標年度 モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング 評価値評価値評価値評価値

 ４ ４ ４ ４））））定性的定性的定性的定性的なななな効果効果効果効果
　　　　　　　　発現状況発現状況発現状況発現状況

そのそのそのその他他他他のののの
数値指標数値指標数値指標数値指標２２２２

そのそのそのその他他他他のののの
数値指標数値指標数値指標数値指標１１１１

既存建造物活用事業既存建造物活用事業既存建造物活用事業既存建造物活用事業（（（（サプリサプリサプリサプリ村野整備事業村野整備事業村野整備事業村野整備事業））））
サプリサプリサプリサプリ村野整備村野整備村野整備村野整備をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市民市民市民市民によるによるによるによる様々様々様々様々なななな文化文化文化文化・ま・ま・ま・ま
ちづくりちづくりちづくりちづくり活動活動活動活動のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加したしたしたした。。。。

サプリサプリサプリサプリ村野整備事業村野整備事業村野整備事業村野整備事業のののの追加追加追加追加によりによりによりにより、、、、関連関連関連関連するするするする指標及指標及指標及指標及びびびび数値目標数値目標数値目標数値目標をををを
追加追加追加追加したしたしたした。。。。

基幹事業基幹事業基幹事業基幹事業

交付対象事業費交付対象事業費交付対象事業費交付対象事業費 国費率国費率国費率国費率

高次都市施設高次都市施設高次都市施設高次都市施設（（（（総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業））））
経済状況等経済状況等経済状況等経済状況等のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、、、、交付期間内交付期間内交付期間内交付期間内でのでのでのでの事業着手事業着手事業着手事業着手がががが困難困難困難困難となっとなっとなっとなっ
たためたためたためたため削除削除削除削除したしたしたした。。。。

総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業のののの削除削除削除削除によりによりによりにより、、、、関連関連関連関連するするするする指標及指標及指標及指標及びびびび数値目数値目数値目数値目
標標標標をををを削除削除削除削除したしたしたした。。。。

基幹事業基幹事業基幹事業基幹事業

平成20年度平成20年度平成20年度平成20年度～～～～平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度事後評価実施時期事後評価実施時期事後評価実施時期事後評価実施時期

大阪府大阪府大阪府大阪府 市町村名市町村名市町村名市町村名 枚方市枚方市枚方市枚方市 地区名地区名地区名地区名

事業名事業名事業名事業名

道路道路道路道路（（（（御殿山小倉線整備事業御殿山小倉線整備事業御殿山小倉線整備事業御殿山小倉線整備事業））））

地域創造支援事業地域創造支援事業地域創造支援事業地域創造支援事業（（（（コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーＦＭＦＭＦＭＦＭ整備整備事業整備整備事業整備整備事業整備整備事業））））

数数数数　　　　　　　　値値値値

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度

615百万円615百万円615百万円615百万円

枚方中部地区枚方中部地区枚方中部地区枚方中部地区

指指指指　　　　標標標標

渚中宮線渚中宮線渚中宮線渚中宮線はははは、、、、平成24年度完成平成24年度完成平成24年度完成平成24年度完成をををを目指目指目指目指しししし整備中整備中整備中整備中
であるがであるがであるがであるが、、、、整備後整備後整備後整備後のはのはのはのは歩道部分歩道部分歩道部分歩道部分のののの供用供用供用供用によりによりによりにより、、、、
歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されるされるされるされる。。。。
平成25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月にににに供用開始供用開始供用開始供用開始となるためとなるためとなるためとなるため、、、、平成25年平成25年平成25年平成25年
度以降度以降度以降度以降、、、、フォローアップをフォローアップをフォローアップをフォローアップを行行行行うううう。。。。

平成26年度内平成26年度内平成26年度内平成26年度内

指標指標指標指標４４４４ ○○○○

指標1指標1指標1指標1

指標指標指標指標２２２２

歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全率安全率安全率安全率指標指標指標指標３３３３ H24H24H24H24

目標目標目標目標
達成度達成度達成度達成度※１※１※１※１

1年以内1年以内1年以内1年以内のののの
達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ

フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ
予定時期予定時期予定時期予定時期

平成25年度内平成25年度内平成25年度内平成25年度内

サプリサプリサプリサプリ村野村野村野村野のののの整備整備整備整備によりによりによりにより、、、、新新新新たなたなたなたな市民活動拠点市民活動拠点市民活動拠点市民活動拠点
施設施設施設施設がががが供用開始供用開始供用開始供用開始されされされされ、、、、市民市民市民市民によるによるによるによる様々様々様々様々なななな文化文化文化文化・・・・
まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動活動活動活動がががが行行行行われることでわれることでわれることでわれることで、、、、市民活動拠点市民活動拠点市民活動拠点市民活動拠点
施設施設施設施設のののの利用件数利用件数利用件数利用件数がががが増加増加増加増加するするするする。。。。平成25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月にににに供供供供
用開始用開始用開始用開始となるためとなるためとなるためとなるため、、、、平成25年度以降平成25年度以降平成25年度以降平成25年度以降、、、、フォローフォローフォローフォロー
アップをアップをアップをアップを行行行行うううう。。。。

効果発現要因効果発現要因効果発現要因効果発現要因
（（（（総合所見総合所見総合所見総合所見））））

御殿山小倉線整備御殿山小倉線整備御殿山小倉線整備御殿山小倉線整備についてについてについてについて、、、、計画期間内計画期間内計画期間内計画期間内でのでのでのでの事業実施事業実施事業実施事業実施がががが困難困難困難困難とととと
なりなりなりなり指標及指標及指標及指標及びびびび数値目標数値目標数値目標数値目標についてもについてもについてもについても計画計画計画計画からからからから削除削除削除削除したしたしたした。。。。

渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業のののの追加追加追加追加によりによりによりにより、、、、指標及指標及指標及指標及びびびび数値目標数値目標数値目標数値目標をををを追加追加追加追加したしたしたした。。。。

・シンポジウムのアンケートにおいて・シンポジウムのアンケートにおいて・シンポジウムのアンケートにおいて・シンポジウムのアンケートにおいて、、、、参加者参加者参加者参加者よりよりよりより「「「「交野交野交野交野ヶヶヶヶ原原原原（（（（枚方中部地区枚方中部地区枚方中部地区枚方中部地区））））のののの歴史歴史歴史歴史がががが良良良良くくくく理解理解理解理解できたできたできたできた。」「。」「。」「。」「枚方枚方枚方枚方のののの古代古代古代古代のののの様子様子様子様子がががが語語語語られられられられ、、、、楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった。」。」。」。」などなどなどなど、、、、枚方枚方枚方枚方のののの歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化をををを理解理解理解理解できたというできたというできたというできたという意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた。。。。

そのそのそのその他他他他のののの
数値指標数値指標数値指標数値指標３３３３

 ３ ３ ３ ３））））そのそのそのその他他他他のののの数値指標数値指標数値指標数値指標
　　（　　（　　（　　（当初設定当初設定当初設定当初設定したしたしたした数値数値数値数値
　　　　　　　　目標以外目標以外目標以外目標以外のののの指標指標指標指標））））
にににに
　　　　　　　　よるよるよるよる効果発現状況効果発現状況効果発現状況効果発現状況

指指指指　　　　標標標標
従前値従前値従前値従前値 目標値目標値目標値目標値

11,77211,77211,77211,772
市民活動拠点施設市民活動拠点施設市民活動拠点施設市民活動拠点施設のののの利利利利
用件数用件数用件数用件数

件件件件／／／／年年年年

 ２ ２ ２ ２））））都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画
　　　　　　　　にににに記載記載記載記載したしたしたした目標目標目標目標をををを
　　　　　　　　定量化定量化定量化定量化するするするする指標指標指標指標
　　　　　　　　のののの達成状況達成状況達成状況達成状況

幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路のののの渋滞長渋滞長渋滞長渋滞長

渚中宮線整備渚中宮線整備渚中宮線整備渚中宮線整備にににに伴伴伴伴うううう右折右折右折右折レーンレーンレーンレーン（（（（車道部車道部車道部車道部））））設置設置設置設置
についてはについてはについてはについては、、、、平成25年度中平成25年度中平成25年度中平成25年度中にににに大阪府大阪府大阪府大阪府によりによりによりにより府道府道府道府道
杉田口禁野線杉田口禁野線杉田口禁野線杉田口禁野線のののの交差点改良交差点改良交差点改良交差点改良にににに併併併併せてせてせてせて施工施工施工施工するするするする
予定予定予定予定であるためであるためであるためであるため、、、、計画期間内計画期間内計画期間内計画期間内でででで目標目標目標目標がががが達成達成達成達成できできできでき
なかったなかったなかったなかった。。。。右折右折右折右折レーンレーンレーンレーン設置後設置後設置後設置後はははは、、、、道路道路道路道路ネットワーネットワーネットワーネットワー
クのクのクのクの強化強化強化強化がががが図図図図られられられられ渚中宮線渚中宮線渚中宮線渚中宮線におけるにおけるにおけるにおける渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消
につながるにつながるにつながるにつながる。。。。右折右折右折右折レーンのレーンのレーンのレーンの設置設置設置設置がががが、、、、平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度
末完成予定末完成予定末完成予定末完成予定となるためとなるためとなるためとなるため、、、、平成26年度以降平成26年度以降平成26年度以降平成26年度以降、、、、フォフォフォフォ
ローアップをローアップをローアップをローアップを行行行行うううう。。。。

目標値目標値目標値目標値

イベントイベントイベントイベント等等等等へのへのへのへの参加者数参加者数参加者数参加者数

平成25年度内平成25年度内平成25年度内平成25年度内○○○○

××××

平成25年度内平成25年度内平成25年度内平成25年度内H24H24H24H24

ｍｍｍｍ 120120120120 H21H21H21H21 30303030 H24H24H24H24

効果発現要因効果発現要因効果発現要因効果発現要因
（（（（総合所見総合所見総合所見総合所見））））

史跡公園史跡公園史跡公園史跡公園のののの整備整備整備整備によってによってによってによって郷土郷土郷土郷土のののの歴史歴史歴史歴史にににに対対対対するするするする
市民市民市民市民のののの関心関心関心関心がががが高高高高まりまりまりまり、、、、史跡公園史跡公園史跡公園史跡公園をををを巡巡巡巡るるるる散策散策散策散策やややや史史史史
跡跡跡跡をテーマとしたシンポジウムなどイベントへのをテーマとしたシンポジウムなどイベントへのをテーマとしたシンポジウムなどイベントへのをテーマとしたシンポジウムなどイベントへの
参加者数参加者数参加者数参加者数がががが増加増加増加増加したしたしたした。。。。
評価値評価値評価値評価値はははは見込見込見込見込みみみみ値値値値であるがであるがであるがであるが、、、、事業開始以降毎事業開始以降毎事業開始以降毎事業開始以降毎
年参加者数250人年参加者数250人年参加者数250人年参加者数250人をををを超超超超えておりえておりえておりえており、、、、目標値目標値目標値目標値をををを達成達成達成達成
するするするする見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。

H19H19H19H19 250250250250

1年以内1年以内1年以内1年以内のののの
達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ

％％％％ 70707070

フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ
予定時期予定時期予定時期予定時期

新市民病院建設新市民病院建設新市民病院建設新市民病院建設にににに伴伴伴伴うううう渚中宮線歩道整備渚中宮線歩道整備渚中宮線歩道整備渚中宮線歩道整備をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、
計画目標計画目標計画目標計画目標であるであるであるである安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを進進進進めるためめるためめるためめるため新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加しししし
たたたた。。。。

サプリサプリサプリサプリ村野整備村野整備村野整備村野整備をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市民市民市民市民によるによるによるによる様々様々様々様々なななな文化文化文化文化・ま・ま・ま・ま
ちづくりちづくりちづくりちづくり活動活動活動活動のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加したしたしたした。。。。

目標目標目標目標
達成度達成度達成度達成度

〇〇〇〇

サプリサプリサプリサプリ村野整備事業村野整備事業村野整備事業村野整備事業のののの追加追加追加追加によりによりによりにより、、、、関連関連関連関連するするするする指標及指標及指標及指標及びびびび数値目標数値目標数値目標数値目標をををを
追加追加追加追加したしたしたした。。。。

人人人人／／／／年年年年 150150150150
250250250250

(見込(見込(見込(見込みみみみ値)値)値)値)

従前値従前値従前値従前値

当初計画当初計画当初計画当初計画
からからからから

削除削除削除削除したしたしたした
事業事業事業事業

公園公園公園公園（（（（九頭神廃寺史跡公園整備事業九頭神廃寺史跡公園整備事業九頭神廃寺史跡公園整備事業九頭神廃寺史跡公園整備事業、、、、禁野車塚史跡公園整備事業禁野車塚史跡公園整備事業禁野車塚史跡公園整備事業禁野車塚史跡公園整備事業））））

交付期間交付期間交付期間交付期間のののの変更変更変更変更によるによるによるによる事業事業事業事業、、、、
指標指標指標指標、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標へのへのへのへの影響影響影響影響

交付期間交付期間交付期間交付期間
のののの変更変更変更変更

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業（（（（歴史遺産活用啓発事業歴史遺産活用啓発事業歴史遺産活用啓発事業歴史遺産活用啓発事業））））

新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加
したしたしたした事業事業事業事業

道路道路道路道路（（（（渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業（（（（第一工区第一工区第一工区第一工区））））））））

 １ １ １ １））））事業事業事業事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

地権者地権者地権者地権者とのとのとのとの協議協議協議協議にににに時間時間時間時間をををを要要要要しししし計画期間内計画期間内計画期間内計画期間内でのでのでのでの事業実施事業実施事業実施事業実施がががが困難困難困難困難とととと
なったためなったためなったためなったため削除削除削除削除したしたしたした。。。。

削除/追加削除/追加削除/追加削除/追加のののの理由理由理由理由

当初計画当初計画当初計画当初計画にににに
位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、

実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業

事業名事業名事業名事業名

地域創造支援事業地域創造支援事業地域創造支援事業地域創造支援事業（（（（図書館図書館図書館図書館・・・・子育子育子育子育てててて支援施設等整備事業支援施設等整備事業支援施設等整備事業支援施設等整備事業））））

削除/追加削除/追加削除/追加削除/追加によるによるによるによる目標目標目標目標、、、、指標指標指標指標、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標へのへのへのへの影響影響影響影響

総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業にともなってにともなってにともなってにともなって削除削除削除削除したしたしたした。。。。
総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業総合文化施設整備事業のののの削除削除削除削除によりによりによりにより、、、、関連関連関連関連するするするする指標及指標及指標及指標及びびびび数値目数値目数値目数値目
標標標標をををを削除削除削除削除したしたしたした。。。。

120120120120
(推定値(推定値(推定値(推定値））））

100100100100
（（（（推定値推定値推定値推定値））））

17,51217,51217,51217,512
(推定値)(推定値)(推定値)(推定値)

H21H21H21H21 100100100100

数数数数　　　　　　　　値値値値

H21H21H21H21 17,51217,51217,51217,512 H24H24H24H24



地区地区地区地区のののの概要概要概要概要

単位単位単位単位：：：：人人人人／／／／年年年年 150150150150 H19H19H19H19 250250250250 H24H24H24H24 250250250250 H24H24H24H24

単位単位単位単位：ｍ：ｍ：ｍ：ｍ 120120120120 H21H21H21H21 30303030 H24H24H24H24 120120120120 H24H24H24H24

単位単位単位単位：％：％：％：％ 70707070 H21H21H21H21 100100100100 H24H24H24H24 100100100100 H24H24H24H24

単位単位単位単位：：：：件件件件／／／／年年年年 11,77211,77211,77211,772 H21H21H21H21 17,51217,51217,51217,512 H24H24H24H24 17,51217,51217,51217,512 H24H24H24H24

枚方中部地区枚方中部地区枚方中部地区枚方中部地区（（（（大阪府枚方市大阪府枚方市大阪府枚方市大阪府枚方市）　）　）　）　都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画のののの成果概要成果概要成果概要成果概要

従前値従前値従前値従前値

今後今後今後今後のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり
のののの方策方策方策方策

（（（（改善策改善策改善策改善策をををを含含含含むむむむ））））

・・・・都市計画道路御殿山小倉線都市計画道路御殿山小倉線都市計画道路御殿山小倉線都市計画道路御殿山小倉線についてはについてはについてはについては、、、、道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの強化強化強化強化をををを図図図図るためるためるためるため引引引引きききき続続続続きききき事業完了事業完了事業完了事業完了にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく。。。。
・・・・歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保をををを図図図図るためるためるためるため、、、、引引引引きききき続続続続きききき歩行空間歩行空間歩行空間歩行空間のののの整備整備整備整備をををを進進進進めるめるめるめる。。。。
・・・・史跡公園史跡公園史跡公園史跡公園をををを、、、、郷土史郷土史郷土史郷土史をををを体感体感体感体感するするするする核核核核としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、今後今後今後今後もももも歴史散策歴史散策歴史散策歴史散策やシンポジウムなどのやシンポジウムなどのやシンポジウムなどのやシンポジウムなどの啓発普及啓発普及啓発普及啓発普及をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへの歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育にににに活用活用活用活用しししし、、、、市民市民市民市民のののの郷土郷土郷土郷土のののの歴史歴史歴史歴史にににに対対対対するするするする関心関心関心関心がががが高高高高まりまりまりまり、、、、地元地元地元地元へのへのへのへの愛愛愛愛
着着着着がががが深深深深まるようまるようまるようまるよう努努努努めるめるめるめる。。。。
・・・・今後今後今後今後もももも、、、、市民活動拠点施設(市民活動拠点施設(市民活動拠点施設(市民活動拠点施設(サプリサプリサプリサプリ村野)村野)村野)村野)のののの持続的持続的持続的持続的なななな利用利用利用利用をををを図図図図るためるためるためるため、、、、市民市民市民市民ニーズのニーズのニーズのニーズの把握把握把握把握やややや広報活動広報活動広報活動広報活動をををを促進促進促進促進するするするする。。。。

まちのまちのまちのまちの課題課題課題課題のののの変化変化変化変化

・・・・渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業渚中宮線整備事業によりによりによりにより、、、、歩道歩道歩道歩道がががが全区間全区間全区間全区間でででで供用開始供用開始供用開始供用開始されされされされ歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全安全安全安全がががが図図図図られたられたられたられた。。。。
・・・・史跡公園史跡公園史跡公園史跡公園のののの整備整備整備整備とととと併併併併せてせてせてせて「「「「歴史歴史歴史歴史ウォークウォークウォークウォーク｣｣｣｣やややや「「「「シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム｣｣｣｣をををを開催開催開催開催したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、市民市民市民市民がががが歴史歴史歴史歴史をををを身近身近身近身近にににに感感感感じることができることとなりじることができることとなりじることができることとなりじることができることとなり、、、、そのそのそのその認識認識認識認識やややや意識意識意識意識についてもについてもについてもについても向上向上向上向上がががが図図図図られたられたられたられた。。。。
・サプリ・サプリ・サプリ・サプリ村野村野村野村野についてについてについてについて、、、、市民市民市民市民ニーズをニーズをニーズをニーズを踏踏踏踏まえながらまえながらまえながらまえながら、、、、新新新新たなたなたなたな市民活動拠点施設市民活動拠点施設市民活動拠点施設市民活動拠点施設としてとしてとしてとして整備整備整備整備することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市民市民市民市民によるによるによるによる様々様々様々様々なななな文化文化文化文化・まちづくり・まちづくり・まちづくり・まちづくり活動活動活動活動がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。

目標値目標値目標値目標値 評価値評価値評価値評価値

歴史歴史歴史歴史とととと文化文化文化文化をををを身近身近身近身近にににに学学学学びびびび生生生生かすとともにかすとともにかすとともにかすとともに、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心にににに暮暮暮暮らせるまちづくりらせるまちづくりらせるまちづくりらせるまちづくり
　　　　①①①①歴史的遺産歴史的遺産歴史的遺産歴史的遺産とととと文化施設文化施設文化施設文化施設をををを活活活活かしたかしたかしたかした、、、、都市都市都市都市のののの魅力魅力魅力魅力をををを感感感感じじじじ、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいまちのけたいまちのけたいまちのけたいまちの形成形成形成形成をををを図図図図るるるる。。。。
　　　　②②②②幹線道路整備幹線道路整備幹線道路整備幹線道路整備によるによるによるによる、、、、道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの強化強化強化強化とととと安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの目標目標目標目標 目標目標目標目標をををを定量化定量化定量化定量化するするするする指標指標指標指標

幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路のののの渋滞長渋滞長渋滞長渋滞長

イベントイベントイベントイベント等等等等へのへのへのへの参加者数参加者数参加者数参加者数

歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全率安全率安全率安全率

市民活動拠点施設市民活動拠点施設市民活動拠点施設市民活動拠点施設のののの利用件数利用件数利用件数利用件数

■基幹事業

禁野車塚史跡公園

整備事業

■基幹事業

九頭神廃寺史跡公園

整備事業

○関連事業

御殿山バリアフ

リー基本構想

○関連事業

牧野駅前広場整備事業

□提案事業

歴史遺産活用啓発事業

■基幹事業

渚中宮線整備事業

（第一工区）

○関連事業（市事業）

渚中宮線整備事業

（第二工区）

○関連事業（市事業）

（都）枚方藤阪線整備事業

（天津橋工区）

○関連事業（府事業）

（都）枚方藤阪線整備事業

大阪府事業

□提案事業

図書館・子育て支援施

設等整備事業

■基幹事業

サプリ村野整備事業

※※※※事業中事業中事業中事業中のためのためのためのため、、、、完成後完成後完成後完成後のイメージとしてのイメージとしてのイメージとしてのイメージとして隣接隣接隣接隣接するするするする
第二工区第二工区第二工区第二工区のののの写真写真写真写真をををを掲載掲載掲載掲載していますしていますしていますしています。。。。

写真は整備前（平成25年2月末完成予定）

耐震補強・バリアフリー化・内外装改修等を実施


