
令和４年度 土木部の取組方針と具体的な取組み

土木部

ひらかたを誰もが暮らしたくなるまちにするため、
｢魅力ある都市基盤の整備｣と｢安全･安心のまちづくり｣に

重点的に取り組みます。

＜王仁公園の魅力向上＞

＜緑化フェスティバル2022＞

＜花と緑の園芸楽校＞

＜直営の道路補修＞
＜歩道の安全確保＞

＜交通安全の啓発＞

＜牧野長尾線 道路整備工事＞
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≪ 土木部の取組みは、市長公約施策（３）と（５）の実現に特に関連 ≫

令和４年度の重点取組み

市長公約施策(８つの分野)と土木部の取組みとの関係

■「魅力ある都市基盤の整備」と「安全・安心のまちづくり」を取組方針として、アフター・ウィズコロ
ナを見据えた本市経済のさらなる発展、安全･安心な交通環境の創出、施設の適切な維持管理などを継
続し、市民のあたりまえを支え、「誰もが暮らしたくなるまち」とするために、熱意と挑戦する気持ち
で施策実現に向けた取組みを推進します。

- １ -

（１）子育て環境の充実

（２）教育環境の充実

（３）魅力ある都市基盤の整備

（４）産業・観光の活性化

（５）安全・安心のまちづくり

（６）健康・福祉のまちづくり

（７）多様な生活・社会の課題
解決に取り組むまちづくり

（８）行財政改革

市
長
公
約
施
策

・渋滞を緩和し、安全・安心な交通環境を整備

「快適で活力を生む道路交通網の整備」

・鉄道駅等を中心に居住及び都市機能の集積

「市内主要駅周辺の交通環境の改善」

・都市の魅力向上につながる、みどり豊かな都市環境

「魅力ある公園の整備や緑化推進による

豊かな都市環境の形成」

・公共交通を使いやすく、使いたくなるような利用環境の改善

「持続可能な地域公共交通の実現」

・施設の機能や安全性の確保、効率的・効果的な維持管理

「道路・公園・準用河川等の効率的・効果的な維持管理」

土
木
部
の
取
組
み

・安全・安心な歩行者ファーストの道づくり

「安全・安心で快適な交通環境の創出」



土木部の取組方針と具体的な取り組み

⑴
魅
力
あ
る
都
市
基
盤
の
整
備

具体的な取り組み ①：快適で活力を生む道路交通網の整備

⑵
安
全
・
安
心
の

ま
ち
づ
く
り

・新名神高速道路及びアクセス道路の整備促進【(都)内里高野道線・(都)長尾家具町線】 ［国・府事業］

具体的な取り組み ②：市内主要駅周辺の交通環境の改善

具体的な取り組み ③：魅力ある公園の整備や緑化推進によるみどり豊かな都市環境の形成

具体的な取り組み ⑤：安全・安心で快適な交通環境の創出

具体的な取り組み ⑥：道路・公園・準用河川等の効率的・効果的な維持管理

・都市計画道路の整備【(都)牧野長尾線・(都)長尾杉線・(都)御殿山小倉線・(都)中振交野線】

・枚方市駅周辺再整備を支える関連道路の整備（高架下道路の改良工事・枚方市駅前線の無電柱化に着手）

・新名神高速道路アクセス道路の整備【(都)北山通線】

・王仁公園の魅力向上に向けた公民連携による再整備

・緑化の推進〈緑化フェスティバル・花いっぱい健康づくりプロジェクト・花と緑の園芸楽校 など〉

・通学路や未就学児移動経路の安全対策（枚方市子どもの交通安全プログラム）

・道路のバリアフリー化整備（枚方市バリアフリー基本構想・特定事業計画）

・自転車通行空間の整備（枚方市自転車活用推進計画）

具体的な取り組み ④：持続可能な地域公共交通の実現

・地域支援・自主運行型コミュニティ交通システムの構築〈ボランティア輸送のモデル事業〉

・主要道路のリフレッシュ事業
・道路施設（舗装・橋梁）及び公園施設の計画的な維持管理の推進（長寿命化修繕計画）

・直営による迅速な対応

・淀川を渡河する都市計画道路の整備促進【(都)牧野高槻線・(都)京都守口線】［府事業］

- ２ -

・交通安全の啓発及びめいわく駐車、放置自転車対策

・公共交通の利用促進〈交通タウンマップ、バス！のってスタンプラリー、交通すごろく など〉

・小規模公園の再整備、活性化 ・新名神高速道路事業に係る公園整備

・公共交通利用環境の整備〈バス待ち環境の整備〉



具体的な取り組み ① 快適で活力を生む道路交通網の整備

◇新名神高速道路の開通目標が令和9年度になりましたが、そのアクセス道路となる(都)内里高野道線、(都)長尾家具町線の計画的な完成、淀川
渡河橋など(都)牧野高槻線、京都守口線の令和１１年度内の完成に向けて大阪府や関係機関と協力して取組みます。

〇新名神高速道路及びアクセス道路《国・府事業》
・新名神高速道路 ：事業促進（令和９年度 完成予定）
・(都)内里高野道線：事業促進（令和５年度 完成予定）
・(都)長尾家具町線：事業促進（令和５年度 完成予定）

〇淀川渡河橋等《府事業》
・(都)牧野高槻線：事業促進 (令和11年度 完成予定）
・(都)京都守口線：事業促進 (令和11年度 完成予定）

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ３ -

(都)牧野高槻線(府事業)

新名神高速道路(国事業)

詳細は、土木政策課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-7-0-0-0_3.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-7-0-0-0_3.html


具体的な取り組み ① 快適で活力を生む道路交通網の整備

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ４ -

〇都市計画道路の整備
・(都)牧野長尾線 ：用地取得、整備工事 (事業認可令和７年度末) ※令和４年度 ６工区完成予定

・(都)長尾杉線 ：用地取得、整備工事 (事業認可令和５年度末) ※令和５年度 杉工区完成予定

・(都)御殿山小倉線：用地取得、整備工事 (事業認可令和５年度末)
・(都)中振交野線 ：用地取得、整備工事 (事業認可令和９年度末)
・(都)北山通線 ：整備工事 (令和５年度完成予定)

(都)中振交野線(都)御殿山小倉線

◇第二京阪道路へアクセスする(都)牧野長尾線や長尾杉線、通学路等の安全な歩行空間の確保につながる(都)御殿山小倉線、中振交野線の整備
を計画的に進めます。また、新名神高速道路へのアクセス道路となる(都)北山通線については令和５年度内に完成できるよう取組みます。

(都)牧野長尾線 (都)長尾杉線

詳細は、道路河川整備課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-4-0-0-0_17.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-4-0-0-0_17.html


具体的な取り組み ② 市内主要駅周辺の交通環境の改善

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ５ -

〇枚方市駅周辺再整備関連道路の整備
・無電柱化：整備工事（令和５年度完成予定）
・外周道路：地権者協議、調整（継続）
・高架下 ：改良工事（令和５年度完成予定）

〇御殿山駅周辺の交通環境の改善
・意見交換会の開催（継続）

外周道路の整備

高架下の改良

無電柱化

枚方市駅周辺再整備を支える関連道路の整備

・枚方市駅周辺再整備ビジョン実現に向けた
交通基盤の整備（高架下道路の改良・無電柱化）

詳細は、道路河川整備課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-4-0-0-0_17.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-4-0-0-0_17.html


具体的な取り組み ③ 魅力ある公園の整備や緑化推進によるみどり豊かな都市環境の創造

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ６ -

公園
再整備

王仁公園

JR学研都市線

JR藤阪駅

王仁公園
小グラウンド

○次期指定管理者の公募と選定
・王仁公園の指定管理者制度の導入区域を公園全体に拡大するとともに、新たに東部公園に加え、鏡伝池、香里ケ丘中央、中の池公園ととも
に５公園を一括して公募・選定を行います。

〇新たな公園施設の誘致
・王仁公園の一部区域で、公募設置管理制度（P-PFI）を活用して、公園の魅力向上につながる新たな公園施設の設置運営事業者を公募しま
す。

◇王仁公園は、民間活力を積極的に導入し、既存施設を最大限に有効活用しながら、公園の魅力を高める取り組みを推進し
ます。また、主要な都市公園への指定管理者制度の導入・活用を進めます。

香里ケ丘中央公園鏡伝池緑地

東部公園

＜花しょうぶ園＞ ＜運動広場＞

＜多目的広場＞

中の池公園

＜野球場＞

＜運動広場＞
詳細は、工事委託課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-8-0-0-0_5.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-8-0-0-0_5.html


具体的な取り組み ③ 魅力ある公園の整備や緑化推進によるみどり豊かな都市環境の創造

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ７ -

〇小規模公園の再整備、活性化（あり方検討）
・利用課題が顕在化している小規模公園を地域が使いたいと思える公園へ再生

〇新名神高速道路事業に係る公園整備
・南船橋地区の地元ワークショップを踏まえ、基本設計・詳細設計

〇花いっぱい健康づくりプロジェクトの実施
・園芸による健康の維持・増進
・施設と地域とが連携

〇花と緑の園芸楽校
・花の育て方や植え替えについて講義と実習で学習
・地域のみどりづくりについて緑化活動団体の事例を学習

◇小規模公園の再整備・活性化 ◇新名神高速道路事業に係る公園整備（南船橋地区）
◇緑化推進
・花いっぱい健康プロジェクトや花と緑の園芸学校に引き続き取り組む。

緑化フェスティバル

緑に触れあう園芸療法的観点から、楽し
みや健康の向上を図る（育った花苗の約
半数を市が管理する公園に植栽）

枚方市
種植え等サポート

アダプト団体
公園花壇へ植樹

福祉施設等
施設で花苗管理

花いっぱい健康プロジェクト（R元年～）

花と緑の園芸楽校（R3～）

緑化推進を主体的に担う市民の育成
さらに、緑化活動に係る市民育成を担
える人材の育成

・新名神高速道路事業に伴い生じた事業用地を活用し、新た
に公園・緑地を整備し、みどりとふれあえる空間を創出し
ます。

詳細は、道路公園管理課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-6-0-0-0_6.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-6-0-0-0_6.html


具体的な取り組み ④ 持続可能な地域公共交通の実現

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ８ -

ボランティア輸送を支援

自動車保険加入費用、運転者講習
受講費用など運営費用の一部を市
が助成します。

〇地域支援・自主運行型コミュニティ交通システムの水平展開
・地域主体で地域の実情に合うことを前提に、必要に応じて新たな地域支援自主運行型コミュニティ交通システムモデルの検討支援（継続）

◇大阪府の「都市緑化を活用した猛暑対策事業」を活用して、バス待ち環境の改善を進めるため、市、交通事業者で連携して公共交通の環境整
備に取組みます。

◇持続可能な交通を実現するため、ボランティア輸送のモデル事業に、地域と協働して取組みます。◇公共交通の利用促進（交通タウンマップ）

〇公共交通利用環境の整備（バス待ち環境の整備）
・バス停の改修（北くずは、藤阪ハイツ、香里ケ丘５丁目）：駅前広場・ロータリー改良設計（樟葉駅前広場、新香里ロータリー等）

◆バス待ち環境の整備として、３基の単独バス停部で植栽などによる緑化、遮熱性の上
屋や舗装の整備を行うとともに、駅前広場などバスロータリー３箇所の設計を行います。

◆市内転入者に配布して
いる交通タウンマップを
定期的に更新するととも
に「バス！のってスタン
プラリー」等のイベント
を開催することで、公共
交通を利用する機会の増
加を図ります。

緑 化

整備イメージ

詳細は、交通対策課、土木政策課HPへ
（公共交通の利用促進）https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-2-0-0-0_1.html
（ボランティア輸送）https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-7-0-0-0_3.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-2-0-0-0_1.html
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-7-0-0-0_3.html


＜啓発活動＞

（枚方市自転車活用推進計画）

＜自転車通行空間の整備＞

具体的な取り組み ⑤ 安全・安心で快適な交通環境の創出

◇自転車通行空間の整備

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- ９ -

◇道路のバリアフリー化 ◇通学路や未就学児移動経路の交通安全対策

＜歩道整備＞

＜踏切拡幅＞

〇自転車通行空間整備事業
・市道牧野長尾線（牧野高校付近）

・市道長尾船橋線（船橋小学校付近）

〇交通バリアフリー道路整備事業
・市道禁野第３号線：整備工事 L=500m

《宮之阪駅及び周辺地区》
（令和４年度完成予定）

〇歩道拡幅整備事業（通学路）
・市道枚方新香里線歩道拡幅整備工事（R4ーR5）

村野

◇自転車を安全･快適に利用できるよう｢枚方市自転車活用推進計画｣等に基づき、骨格となる都市計画道路等で自転車走行空間の整備を進めます。
◇高齢者や障碍者など誰もが安全快適に移動できるよう｢枚方市バリアフリー基本構想等｣等に基づき、鉄道駅周辺等の道路のバリアフリー化を
推進します。

◇通学路や未就学児の安全対策として、｢枚方市子どもの交通安全プログラム」等に基づき、安全な歩道空間の確保に取り組みます。

星ケ丘

星ケ丘駅・村野駅周辺地区バリアフリー基本構想の重点整備地区

◇歩道への車両乗揚げ防止対策

（菊丘交差点付近）

詳細は、道路河川整備課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-4-0-0-0_17.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-4-0-0-0_17.html


具体的な取り組み ⑤ 安全・安心で快適な交通環境の創出

≪令和４年度の取り組み≫

- １０ -

〇主な交通安全啓発事業
全国交通安全運動、安全運転講習会
交通安全市民大会、高齢者交通安全啓発
交通安全教室、交通事故犠牲者慰霊碑献花式

◇交通安全の啓発運動

◇めいわく駐車、放置自転車対策

＜指導・助言・案内＞ ＜市営岡東町自動車駐車場＞

＜市駅周辺コミュニティパーキング
共通駐車券システム＞

＜指導・警告・移送＞ ＜西牧野自転車保管場所＞

＜市営自転車駐車場＞

＜全国交通安全運動＞

＜リサイクル＞

＜交通安全教室＞

＜高齢者自転車
交通安全教室＞

＜スケアードストレート＞

【めいわく駐車対策】

【放置自転車対策】

〇めいわく駐車対策
交通指導員・駐車監視員による巡回
コミュニティパーキング共通駐車券システム
岡東町自動車駐車場施設維持管理

〇放置自転車対策
放置自転車の指導・警告・移送業務
有料自転車駐車場施設維持管理
自転車保管場所施設維持管理

※新型コロナの影響で交通安全啓発の取組は中止・延期の可能性があります

交通死亡事故・めいわく駐車・放置自転車
３つの０（ゼロ）を目指します！

詳細は、交通対策課HPへ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-2-0-0-0_1.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-2-0-0-0_1.html


具体的な取り組み ⑥ 道路・公園・準用河川等の効率的・効果的な維持管理

〇道路 緊急交通路を含む主要道路のリフレッシュ整備事業など道路施設の更新、改築等を実施（継続）
〇公園 安全基準の更新及び安全領域を確保するため、遊具の更新や施設配置を見直す実施設計

≪令和４年度の取り組み（事業スケジュール）≫

- １１ -

◇直営による迅速な対応

＜高所作業車による伐採＞

◇主要道路のリフレッシュ事業 ◇道路施設(舗装・橋梁)及び公園施設の長寿命化修繕計画

遊具の安全基準更新
休養施設の安全領域確保

健康遊具の木製部取替

砂場の安全領域確保

＜中宮津田線＞

路床改良

防護柵の改修

橋面防水処理

耐震補強部材の設置

＜建築資材の積込み＞

＜橋梁長寿命化＞

＜穴ぼこの補修＞

＜パトロール＞

◇定期的なパトロールを継続して実施することにより、道路舗装等の管理施設の異常や支障箇所を早期発見して迅速に補修します。
◇効率的・効果的で持続可能な施設の維持管理を行えるように、道路舗装や橋梁、公園施設等の長寿命化計画に基づき、国の補助金などを活用
しながら、老朽化した施設の更新や改築などにも取り組みます。

詳細は、道路公園管理課、維持補修課のHPへ
（長寿命化修繕計画）https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-6-0-0-0_6.html
（維持補修作業）https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-3-0-0-0_2.html

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-6-0-0-0_6.html
https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/28-3-0-0-0_2.html


資料編

・土木部の予算の概要
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総務費

10,787 
7%

民生費

72,938 
49%

衛生費

15,860 
11%

土木費

17,428

12%

教育費

13,883 
9%

公債費

11,575
8%

その他

6,529
4%

令和４年度一般会計当初予算（百万円）

R4年度
一般会計
149,000

単位：千円

一般会計のうち土木部予算 （百万円）

2

土木部事業分 5,643

下水道事業会計繰出分
（公共下水道費）

10,452

土木費

総務費

合計

4,807



資料編

・補助金等の活用

- １３ -

〇 従前の国交省所管の箇所別補助金を一括化（パッケージ）し、地方公共
団体にとって個所付けの自由度を高くした総合的な交付金（H22年度～）

社会資本整備総合交付金

防災・安全交付金

個別補助制度

〇 地域における防災・減災、国土強靭化や総合的な生活空間の安全確保を
推進する地方公共団体の取組をパッケージとして重点配分(H24年度補正～)

〇 交付金制度から事業規模も大きく計画的かつ集中的に支援を実施する必
要がある事業を抜き出し、個別補助事業として制度化(H31年度～)

ex) ・H31～連続立体交差事業

・R２ ～道路メンテナンス事業補助、無電柱化事業補助 など
参照:国交省HP

【補助金等とは】
地方公共団体等が行う、道路、下水道、公園等の日常生活や生産活動を営む上で欠くことのできない社会資

本の整備に要する費用の一定割合を国が補助し、又は負担する費用

限られた予算の中で、効率的に事業を推進するため、以下の補助金等を活用



資料編

・土木部所管条例
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例規名称 策定年月日 種別番号 所管課

枚方市道路の構造の基準等に関する条例 平成24年12月10日 条例第50号 土木政策課

枚方市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例 平成24年12月10日 条例第51号 土木政策課

枚方市道路占用料条例 昭和31年4月2日 条例第38号 道路公園管理課

枚方市準用河川占用料条例 平成12年3月24日 条例第8号 道路公園管理課

枚方市法定外公共物の管理に関する条例 平成13年12月12日 条例第33号 道路公園管理課

枚方市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成18年9月25日 条例第34号 道路公園管理課

枚方市特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例 平成24年12月10日 条例第52号 道路公園管理課

枚方市都市公園条例 昭和49年4月10日 条例第22号 道路公園管理課

枚方市自転車等の放置防止に関する条例 昭和61年12月24日 条例第30号 交通対策課

枚方市自転車駐車場条例 昭和61年12月24日 条例第31号 交通対策課

枚方市自動車駐車場条例 平成3年12月16日 条例第31号 交通対策課

枚方市めいわく駐車の防止に関する条例 平成6年9月19日 条例第19号 交通対策課



資料編

・土木部所管計画等一覧
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計 画 名 内 容 策定年 担当課

枚方市総合交通計画
都市・地域総合交通戦略要綱に基づき、交通事
業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な
交通施策の推進を図る計画

H30.12 土木政策課

枚方市交通バリアフリー基本構想
高齢者、身体障碍者等の公共交通機関を利用し
た移動円滑化の促進に関する法律に基づく構想

H17. 3 土木政策課

枚方市バリアフリー基本構想

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律（バリアフリー新法）に基づく構想

H21. 6 土木政策課

星ケ丘駅・村野駅周辺地区基本構想 H22.11 土木政策課

枚方市みどりの基本計画
都市緑地法第4条に基づく「緑地の保全及び緑化
の推進に関する基本計画」で緑に関する総合的
な計画

H28. 3 道路公園管理課

枚方市自転車活用推進計画
自転車活用推進法に基づき自転車の活用の推進
に係る施策の総合的かつ計画的推進を図る計画

R 2. 3

交通対策課枚方市主要鉄道駅周辺自転車
ネットワーク計画

歩行者と自転車の安全対策と快適な通行空間の
整備を進めるため、主要鉄道駅へのアクセス性
を中心に拠点となる施設を結ぶ自転車のネット
ワーク計画

H29. 7



資料編

・用語解説
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用 語 説 明

地域支援・自主運行型
コミュニティ交通システム

地域が主体となって、公共交通の利用促進や運行を支援すること、小型バス、ワ
ゴンタイプの車両等を使って、地域の特性・ニーズに応じた公共交通を運営する
ことを想定。行政が運営に係る計画等の支援を、交通事業者が運行の維持や受託
などを行うこと（総合交通計画より）

スマートシティ
都市が抱える諸問題に対して、ICTなどの新技術を活用しつつ、マネジメント（計
画・整備・管理・運営）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または
地区 （国土交通省の定義）

枚方市子どもの交通安全プログラム
通学路及び未就学児の保育施設における移動経路について、子どもを守るため、
着実かつ効果的な交通安全策を関係機関と連携し講じていくプログラム

ハンプ
道路の一部を隆起させ、通過する車両に上下の振動を及ぼすことで運転者に減速
を促す構造物の総称

指定管理者（指定管理者制度）

地方公共団体が指定する法人その他の団体に地方公共団体に変わって公の施設の
管理を代行させることで、多様化・高度化する市民ニーズへの効率的・効果的な
対応を図り、市民サービスの向上、行政コストの縮減を図ることを目的とした制
度

トライアルサウンディング
公共施設への民間活力導入を検討するにあたり、民間事業者に実際に施設を暫定
利用してもらう社会実験により、使い勝手、採算性、立地条件などを確認しなが
ら、対話を通じて市場調査する手法

スケアードストレート
スケアードには「怖がる・おびえる」の意味があり、恐怖を実感することで、そ
れにつながる危険行為を未然に防ぎ、交通ルールを遵守することの大切さを体感
させる教育手法のこと


