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平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業等一覧　河川関係 大阪府

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。

　河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。

※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。

※全体事業費には業務取扱費を含む。

※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舎費及び退職手当を除いたものである。

※H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。

※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

負担基本額 地方負担額

河川事業

河川改修費

一般河川改修

大和川
直轄管理区間
L=48.3km

18,537
1,674

（1,727）
558

（575）

築港八幡地区掘削 235千ｍ3、国分地区用地取得
0.36ha、片山地区詳細設計 1式、大和川整備計画検
討 1式

築港八幡地区掘削、国分片山地区（築堤、護岸、用
地取得）、遠里小野地区予備設計

8.5～12
（9.1～13）

　 淀川中下流
直轄管理区間
L=53.1km

171
（606）

57
（202）

淀川大堰耐震対策 1式、耐震対策設計 1式 淀川大堰耐震対策、堤防耐震対策設計
1.7～2.1
（6.1～7.4）

瀬田川
直轄管理区間
L=7.5km

262
（504）

87
（168）

関津地区河道掘削 9千m3、河道計画検討 1式、河道
掘削実施設計 1式

関ノ津地区河道掘削、瀬田川改修計画検討
1.2～1.6
（2.3～3.1）

高規格堤防整備事業

大和川
河口から関西線第６
大和川橋梁
L=43.6km

18,537 389 130
JR阪和貨物線の高規格堤防整備、堤防強化に係る
設計 1式(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)

堤防強化に係る設計
(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)

0.60～0.80
○事業評価については、
・大和川直轄河川改修
の中で実施している。

淀川
河口から木津川・桂川
の合流点　L=89.2km

淀川水系
3,537

549 183
堤防強化 220m（大阪市、摂津市）、堤防強化に係る
設計 1式(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)

堤防強化（大阪市）、堤防強化に係る設計
(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)

2.3～2.8
○事業評価については、
・淀川直轄河川改修
の中で実施している。

特定構造物改築事業

淀川橋梁
淀川水系
3,537

109 36
阪神なんば線橋梁架替（此花区、西淀川区）、架替基
本計画の検討 1式、右岸取付の構造検討 1式 等

阪神なんば線橋梁架替左岸取付詳細設計 0.74～0.94
○事業評価については、
・淀川直轄河川改修
の中で実施している。

河川都市基盤整備事業費

大和川
河口から関西線第６
大和川橋梁
L=43.6km

18,537 4,881 1,627
阪高大和川線地区 3.1km（堺市）の高規格堤防整備
（河川改修と一体的に整備）

阪高大和川線地区 （堺市）の高規格堤防整備、JR阪
和貨物線地区（大阪市）の設計
（河川改修と一体的に整備）

27～37
○事業評価については、
・大和川直轄河川改修
の中で実施している。

淀川
河口から木津川・桂川
の合流点　L=89.2km

1,453 484
高見地区 80m、海老江地区 350m（大阪市）の高規格
堤防整備（河川改修と一体的に整備）

高見地区（大阪市）、海老江地区（大阪市）、大宮地
区（大阪市）、津之江地区（高槻市）の高規格堤防整
備、堤防強化（大阪市）　（河川改修と一体的に整備）

23～27
○事業評価については、
・淀川直轄河川改修
の中で実施している。

猪名川
直轄管理区間
L=18.9km

325
（949）

108
（316）

木部地区絹延橋架替、古江地区 樋門 1基（河川改修
と一体的に整備)

木部地区（旧橋撤去、築堤護岸）、河道掘削詳細設
計

0.80～1.1
○事業評価については、
・猪名川直轄河川改修
の中で実施している。

総合水系環境整備事業費（河川）

大和川水系
大和川水環境整備 1
式
大和川自然再生 1式

大和川水系
214

106 53
大和川水質モニタリング 1式
天美・矢田地区瀬・淵再生整備 1箇所　大和川環境
計画検討 1式

大和川水質モニタリング 、水質改善効果把握調査 、
柏原堰堤魚道モニタリング

0.38～0.57

淀川水系
淀川自然再生1式
猪名川自然再生1式

淀川水系
525

686 343
鵜殿地区高水敷切下げ（掘削5千m2）、ワンド造成
（赤川地区、牧野地区） 1式、芥川井堰魚道設置1箇
所、ワンド設計 1式、猪名川横断形状修復設計 1式

鵜殿地区高水敷切下げ、淀川ワンド再生（牧野地区、
唐崎地区）、芥川井堰魚道モニタリング 、淀川大堰魚
道モニタリング 、猪名川砂礫河原再生モニタリング

3.6～5.3

ダム事業

多目的ダム建設事業費

淀川天ヶ瀬ダム再開発
トンネル式放流設備
（L=600ｍ）
市道白虹橋付替他

330 82 25
工事用道路（131m）、トンネル式放流設備の水理模
型実験等

既存施設の機能増強等 1.6

(136) (2.7)

対象科目 全体事業規模
全体事業費
（億円）

H21年度当初（百万円） H22年度事業進捗見込み
（負担基本額）（億円）

備考

淀川水系
3,537

淀川水系
3,537

H21年度 事業内容 H22年度 予定事業内容



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業等一覧　河川関係 大阪府

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。

　河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。

※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。

※全体事業費には業務取扱費を含む。

※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舎費及び退職手当を除いたものである。

※H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。

※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

負担基本額 地方負担額
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

H21年度当初（百万円） H22年度事業進捗見込み
（負担基本額）（億円）

備考H21年度 事業内容 H22年度 予定事業内容

河川総合開発事業費

淀川大戸川ダム

大戸川ダム（Ｈ＝92.5
ｍ・Ｌ＝335ｍ）
県道大津信楽線付替
他

740 253 76 現場維持管理、水理水文調査等 生活再建工事等 2.0

(455) (3.7)

砂防事業

砂防事業費

瀬田川水系砂防
直轄区域面積
A=256.7km2

1,726
245

（512）
82
伝導谷砂防堰堤、多羅尾砂防堰堤、田上禿しゃ地対
策工、砂防堰堤設計、用地取得 0.5ha　等

伝導谷砂防堰堤、多羅尾砂防堰堤、西出砂防堰堤、
田上禿しゃ地対策工、砂防堰堤設計、用地取得　等

0.9～2
（2～4）

木津川水系砂防
直轄区域面積
A=705.6km2

1,594
128

（268）
43
谷出砂防堰堤群、太良路川砂防堰堤群、名張川山腹
工、砂防堰堤設計、用地取得 0.35ha　等

谷出砂防堰堤群、太良路川砂防堰堤群、砂防堰堤設
計　等

0.6～2
（1～3）

地すべり対策事業費

亀の瀬地区
地すべり防止区域面
積　A=94ha

800
1,444

（1,451）
481
深礎工 1基、排水トンネル工 290m、用地取得 0.3ha、
補償件数 1件 等

集水ボーリング工、管理用道路工、用地取得、補償
等

10～13
（10～13）



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　河川関係　大阪府

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。

　河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。

※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。

※全体事業費には業務取扱費を含む。

※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舎費及び退職手当を除いたものである。

※H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。

※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

負担基本額 地方負担額

ダム事業

水資源開発事業交付金（建設ダム）

淀川川上ダム
川上ダム（H=91m、
L=375m)　県道松阪・
青山線付替道路　他

850 1,335 401
転流工工事〔一式〕、付替県道工事 約136m・1橋、測
量、地質調査、水理調査、環境調査等

転流工工事等 4.7

(3,737) (9.3)

淀川丹生ダム
丹生ダム　県道中河内
木之本線付替道路
他

1,100 115 34 水理調査、環境調査等 生活再建（調査）等 0.18

(324) (0.50)

備考H21年度 事業内容 H22年度 事業内容
H22年度事業進捗見込み
（負担基本額）（億円）

H21年度当初（百万円）
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　道路関係　大阪府

新設・改築事業（事業評価対象） （単位：百万円）

工事関係費 地方負担額

国道1号
第二京阪道路
(大阪北道路）

L=17.6km 7,450 69,586 23,195

・工事推進：枚方～門真地区
　　　　　　改良・橋梁・トンネル・舗装工事
　　　　　　(専用部 8.6km、一般部 2.6km）
・用地補償推進：事業損失補償

・工事推進：周辺整備工事
・補償推進：事業損失補償

27～32億円程度

用地進捗率１００％
事業進捗率約９９％
枚方東IC～門真JCT　専用部 延長16.9km(6/6)
国道307号～国道170号　一般部　延長10.5km(2/2)
国道170号～門真JCT　一般部　延長5.7km(4/4)
平成22年3月20日供用予定

国道26号 第二阪和国道 L=11.2km 1,020 2,812 937

・用地買収推進：淡輪地区
・工事推進：改良・橋梁・トンネル工事
　　　　　　淡輪高架橋(352m)等上部工事
・調査推進：箱作～淡輪地区調査設計

・用地買収推進：淡輪～深日地区(用地国債再取得)
・工事推進：望海坂地区等改良工事、
            南山中トンネル(221m)工事、
            淡輪高架橋(352m)等上部工事

90～110億円程度

用地進捗率約７６％
事業進捗率約６５％
箱ノ浦ランプ～淡輪ランプ
延長2.8km(2/4)　平成22年度供用予定

国道26号 和歌山岬道路 L=7.2km 373 9 3 ・調査推進：深日ランプ～府県境 ・調査推進：深日ランプ～府県境 ２億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約３％

国道163号 清滝生駒道路 L=11.0km 1,066 405 135
・工事推進：保全工事
・調査推進：下田原地区調査設計

・用地買収推進：下田原地区(用地国債再取得・用地買収)
・調査推進：下田原地区

９～11億円程度
用地進捗率約５１％
事業進捗率約４４％

国道480号 鍋谷峠道路 L=4.1km 137 44 15
・用地買収推進：父鬼地区(用地買収)
・調査推進：父鬼地区

・調査推進：父鬼地区 ０～１億円程度
用地進捗率０％
事業進捗率約１％

計
72,856 24,285

（注）合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）全体事業費には業務取扱費を含んでいる。
（注）工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。
（注）備考欄の進捗率は、供用済み区間を除いた進捗率(用地:平成21年9月時点、事業:平成21年度補正予算時点)。

箇所名路線名 平成２１年度事業内容 備考事業規模
平成２１年度当初全体事業費

（億円）
平成２２年度予定事業内容

平成２２年度事業進捗見込み
（工事関係費）



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　公園関係　大阪府

国営公園整備事業（事業評価対象） （単位：百万円）

工事関係費 地方負担額

淀川河川公園
計画面積962.1ha
供用面積235ha

418 384 144

身障者・高齢者対策整備
　　トイレ改良1箇所（鳥飼上地
区）
　　水飲み場改良2箇所（大塚、鳥
飼上地区）
移動式トイレ更新4基（太子橋・外
島地区他）
移動式ﾄｲﾚﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ対策11基
（海老江地区他）
駐車場緑化改修4,000m2（大塚地
区他）
水洗ﾄｲﾚ整備2基（枚方・西中島
地区）
公園施設実施設計
等

移動式トイレ更新4基（海老江・太
間地区他）
移動式ﾄｲﾚﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ対策12基
（外島地区他）
駐車場緑化改修3,000m2（太子橋
地区他）
水洗ﾄｲﾚ整備3基（毛馬・太子橋
地区他）
公園施設実施設計
等

3～4億円程度
（3～4億円程度）

※全体事業費には工事諸費を含む。
※工事関係費は、事業費から営繕宿舎費及び工事諸費を除いたものである。
※Ｈ２２年度事業進捗見込み（工事関係費）は当該府の分を記載しており、同欄括弧内に京都府の分を含む全体額を記載している。
※Ｈ２２年度事業進捗見込み（工事関係費）の額のアロケーションについては、平成２１年度の負担割合を使用している。

H２１年度事業内容
H２２年度事業進捗見込み

（工事関係費）
公園名

全体事業費
（億円）

H２２年度予定事業内容全体事業規模
H２１年度当初



平成２２年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　港湾関係　[大阪府]

  港湾整備事業（事業評価対象） 単位：百万円

事業費 負担額

堺泉北港
堺泉北港堺2区
基幹的広域防災拠点整備事業

基幹的広域防災
拠点

166 5,354 2,200
岸壁（-7.5m）(改良)(耐震)、臨港
道路、基幹的広域防災拠点(緑
地)

岸壁（-7.5m）(改良)(耐震)、臨港
道路、基幹的広域防災拠点(緑
地)

5～8億円程度

堺泉北港助松地区
多目的国際ターミナル整備事業

水深14m 148 184 83 航路（-14m） 航路（-14m） 0～1億円程度

計 314 5,538 2,283

（注）　合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

備考事業規模
全体事業費
（億円）

平成21年度当初事業費
平成２２年度
事業進捗見込み

港湾名 プロジェクト名 平成２１年度事業内容 平成２２年度予定事業内容


