
 

建設事業評価の結果について 

 

平成１６年１月１６日 

大 阪 府 

 

 建設事業評価について、平成１５年１２月２４日に大阪府建設事業評価委員会から知事に意

見具申があった。本府としては、総合的に判断した結果、委員会の意見を尊重し、下記のとお

り対応方針を決定した。 

 

記 

 

１ 事前評価について 

 ｢大阪府堺南警察署建替事業｣、高等職業技術専門校再編整備事業の「南大阪校（仮称）」、

府営住宅建替事業の「瓜破西」「豊新」「長居西」「公園南矢田」「八尾植松」「堺南長尾」

「岸和田吉井第２」については、『事業実施』とする。 

このうち高等職業技術専門校再編整備事業の「南大阪校（仮称）」については、生徒の

利便性の向上に向けて、路線バス増便についてのバス会社との協議や自動車利用の検討を

引き続き行っていく。 

 

なお、今後、既存府有建築物において建替対象案件の大幅な増加が見込まれること等か

ら、効率的に施設更新・維持管理を行うためのガイドラインとして、府有建築物全体に係

る建替えについての基本的な考え方や既存ストックを長寿命化するための適切な維持管理

の方法等を早期にとりまとめ、その内容を建設事業評価委員会に報告するものとする。 

 

２ 再評価について 

水質保全対策事業の「石川深溝地区」及びいきいき水路モデル事業の「長瀬・玉串地区」

については、『事業継続』とする。 

 

３ 再々評価について 

次の事業については、いずれも『事業継続』とする。 

・公園事業：「蜻蛉池公園」「山田池公園」「深北緑地」「大泉緑地」「せんなん里海公園」 

・河川（耐震対策）事業：「西大阪地区」 

・河川（改修）事業：「穂谷川」「天野川」「落堀川」「西除川（上流）」「飛鳥川」「梅川」 

「佐備川」「牛滝川」「春木川」 

・河川（総合治水対策）事業：「寝屋川流域」 

・河川（高潮対策）事業：「津田川」「神崎川筋」「旧淀川筋」 

・砂防事業：「免除川」「谷田川」「清滝川」「讃良川」「太井川右支渓」「飯ノ峯川」「雨山川」 



 

なお、「蜻蛉池公園」については、できる限り良好な自然環境の保全と活用を図る施設整

備に努め、当面、事業認可を受けた区域を重点的に整備していくこととする。 

また、公園事業全般について、新たに事業認可区域を変更（拡大）する場合には改めて建

設事業評価委員会に審議を求めるものとする。 

 

４ 事業効果分析の改善について 

建設事業における費用便益比の算定については、国のマニュアルに基づく数値に加え、事

業特性や地域特性などについても費用便益比に反映できるよう検討を行っていく。 



建 設 事 業 評 価 結 果 一 覧 表 （ ３ ７ 件 ）  
 
【事前評価】 

事業名 所在地 事業概要 大阪府の
対応方針 

○警察署建替事業  

大阪府堺南警察署 堺市 ＲＣ造５～６階建 延床面積 約 5,600 ㎡ 事業実施 

○高等職業技術専門校  

再編整備事業 和泉市 本館棟ＲＣ造３階、実習棟ＲＣ造（一部Ｓ造）１階 
延床面積 約 10,000 ㎡ 

事業実施 

○府営住宅建替事業 

豊新 東淀川区 戸数  128 戸 事業実施 

長居西 住吉区 戸数  338 戸 事業実施 

公園南矢田 東住吉区 戸数  960 戸 事業実施 

瓜破西 平野区 戸数 1,504 戸 事業実施 

八尾植松 八尾市 戸数  176 戸 事業実施 

堺南長尾 堺市 戸数  512 戸 事業実施 

岸和田吉井第２ 岸和田市 戸数  170 戸 事業実施 

 
【再評価】 

事業名 所在地 事業概要 採択 
年度 

進捗率 H15.3 
用地・工事 

大阪府の
対応方針 

○水質保全対策事業  

石川深溝地区 

藤井寺市 
羽曳野市 
富田林市 

水路工 3,814m 
水質浄化施設 8 箇所 
ため池浄化施設 16 箇所

H５ －・ 91％ 事業継続 

○いきいき水路モデル事業 

長瀬・玉串地区 
東大阪市 
八尾市 
柏原市 

延長 9.3km H５ －・84％ 事業継続 

 

【再々評価】 

事業名 所在地 事業概要 採択 
年度 

進捗率 H15.3 
用地・工事 

大阪府の
対応方針 

○公園  

山田池公園 枚方市 都 市 計 画 決 定 面 積
75.2ha 

S46 98％・58％ 事業継続 

深北緑地 
寝屋川市 
大東市 

都 市 計 画 決 定 面 積
44.7ha 

S57 100%・83% 事業継続 

大泉緑地 
堺市 
松原市 

都 市 計 画 決 定 面 積
123.0ha 

S39 40%・77% 事業継続 

蜻蛉池公園 岸和田市 都 市 計 画 決 定 面 積
124.7ha 

S55 50%・46％ 事業継続 

せんなん里海公園 
阪南市 
岬町 

都 市 計 画 決 定 面 積
61.8ha 

S45 94%・63% 事業継続 

○河川（改修） 

穂谷川 枚方市 延長 7.7km S55 79％・84％ 事業継続 

(別添参考) 



事業名 所在地 事業概要 採択 
年度 

進捗率 H15.3 
用地・工事 

大阪府の
対応方針 

天野川 
枚方市 
交野市 延長 7.4km S27 99%・97% 事業継続 

落堀川 
松原市 
藤井寺市 延長 3.7km S61 0%・53% 事業継続 

西除川（上流） 大阪狭山市 延長 1.7km S56 99%・81% 事業継続 

飛鳥川 
羽曳野市 
太子町 延長 3.7km S53 78%・46% 事業継続 

梅川 
河南町 
太子町 延長 3.1km S55 23%・53% 事業継続 

佐備川 富田林市 延長 1.9km S55 26%・53% 事業継続 

牛滝川 
岸和田市 
忠岡町 延長 7.4km S61 35%・37% 事業継続 

春木川 岸和田市 延長 4.2km S56 96%・79％ 事業継続 

○河川（総合治水対策） 

寝屋川流域 大阪市他 目標流量 2,700m3／秒 S63 92%・60% 事業継続

○河川（耐震対策） 

西大阪地区 大阪市 
防潮堤補強 
延長 27.6km 

S52 ―・55% 事業継続

○河川（高潮対策） 

津田川 貝塚市 延長 1.2km S54 74%・88% 事業継続 

神崎川筋 大阪市 延長 14.4km S35 －・32% 事業継続 

旧淀川筋 大阪市 延長 34.4km S35 －・74% 事業継続 

○砂防 

免除川 交野市 渓流保全工 0.4km S63 100%・88% 事業継続 

谷田川 大東市 渓流保全工 0.２km S57 94%・57% 事業継続 

清滝川 四條畷市 渓流保全工 1.0km S57 95%・71% 事業継続 

讃良川 四條畷市 渓流保全工 1.0km S63 84%・69% 事業継続 

太井川右支渓 太子町 砂防えん堤１基 H5 100%・67% 事業継続 

飯ノ峯川 阪南市 渓流保全工 0.3km S63 100%・91% 事業継続 

雨山川 熊取町 渓流保全工 1.9km S46 100%・83% 事業継続 

 


