




平成２８年２月定例府議会提出予定議案0x住宅まちづくり部81

１平成２８年度当初予算案の概要

0x報聽難辦報81
9,１0x一般会計

事業名 １9,禁常識0x   摘 要 

活力と魅力ある都市空間０  創造  

ニュータウン再生事業費  ２  泉北二ユータウン再生に向けて、大阪 
府・堺市・関連する公的団体が協力し、現 
在の社会情勢等、今後の公的賃貸住宅 
事業者の事業計画やその進捗状況等を 
踏まえて、「泉北x9ユータウン公的賃貸住 
宅再生計画」を改定する。 

9, ５0x  

うめきたまちづくり推進  ３０  府市共同歩調の下、グランドデザイン・ 
事業  大阪に示された「うめきたと周辺のみどり 

化」等の早期実現をめざし、うめきた２期 
のまちづくりを推進するため、うめきた地 【一部新規】 ｍ  9, １７0x  
区9,大阪駅北大深西地区0xにかかる土地 
区画整理事業に対し、大阪市へ補助を行 
うｏ 

補助内容 
期 間平成２８年度0x平成５８年度 
限度額３億３百万円 

また、大阪市・都市再生機構9,UＲ0xと連 
携し、みどりの実現、企業誘致、人本オの 
集積等に必要な知名度や関心度を向上 
させるため、プロモーション活動を行う。 

国際医療交流の拠点  ３３  「りんくうタウン・泉佐野市域」地域活性 
づくリ促進事業費補助金  化総合特別区域計画に定める高度がん 

9, １１４0x  
医療拠点施設の整備を進め、 りんx9うタウ
ンにおける国際医療交流の拠点づくりを 
促進し、国内外の人々が訪れ、交流する 
魅力と活力ある地域づくりをめざす。 

補助内容 
期 間平成２６年度0x平成２８年度 
限度額１億６千８百万円 



２８既内示額  
事 業 名  ２８復活要求額 

9,２７当初予算額0x  
摘 要 

減災に繁げる災害に強い住まいと都市の形成

木造密集市街地の整備  ７３０  平成３２年度までに「地震時等に著しく 
危険な密集市街地」を解消するため、「整 
備アクションプログラム9,市策定0x」に基づ 
き、老朽住宅の除却や建替え、道路・公 9, ５２１0x  
園などの公共施設の整備を行う市に対 
し、補助を行う。 

対象７市１１地区 

延焼遮断帯整備促進  ９１  災害に強い都市構造の形成に向けて、 
事業  「地震時等に著しく危険な密集市街地」に 

おける延焼拡大を強力に遮断する効果を 
有する延焼遮断帯9,都市計画道路0xの整 【一部新規】 ｍ  9, ８６0x  
備を進める。 

対象２路線 

大阪府住宅耐震化緊急  １０８  「大阪府住宅・建築物耐震１０ヵ年戰略・ 
促進事業  大阪9,大阪府耐震改修促進計画0x」に基 

づき、特に耐震化の遅れている木造住宅 
9, １７２0x  の耐震化を促進するため、耐震診断、設 

計、 改修補助を行う市町村を支援する。 

広域緊急交通路沿道  ９１５  災害時の応急活動〔救助・救急、医療、 
建築物耐震化促進事業  消火、 緊急物資の供給〕を迅速かつ的確 

に実施するための広域緊急交通路にお 
9, ９７５0x  いて、 地震発生時に沿道建築物が倒壊し 

【一部拡充】 ｍ  

道路を閉塞することがないよう、法律で耐 
震診断を義務付けられている建築物の耐 
震化が促進されるよう補助を行う。 

特定既存耐震不適格  ５０  病院など多数の者が利用する建築物等 
建築物耐震化促進事業  の耐震化を促進するため、 耐震診断補助 

を行う。 
9, ４１0x  また、被害が生じた際に利用者や周辺 

【一部新規】 ｍ  
住民へ与える影響が大きい大規模建築 
物の耐震化を促進するため、 耐震改修・ 
補強設計補助を行う。 

２ 



事業名 １期考舌報ｹｹ 
ｌ9,２７当初予算額0x  

摘 要 

安心・続力ある住まいの実  

特定優良賃貸住宅  ４４６  中堅所得者等の居住の安定を図るた 
の供給  め、 特定優良賃貸住宅の入居者に対し 

9, ６１１0x  
て、 所得に応じた家賃減額補助を行う。 

特定優良賃貸住宅 
管理戸数５,２０５戸 

9,平成２７3,９末現在0x 

また、新婚・子育て世帯の良好な賃貸 
住宅への入居を支援するため、特定優良 
賃貸住宅を活用して家賃減額補助を行 
うｏ 

新婚・子育て支援型家賃減額補助 
募集戸数３５０戸 
補助年数最長６年 

高齢者向けの優良な  ７３７  高齢者が安心して生活できる住環境を 
賃貸住宅の供給  備えた、高齢者向け優良賃貸住宅の入 

居者に対して、所得に応じた家賃減額補 
9, ７３６0x  助を行う。 

高齢者向け優良賃貸住宅 
管理戸数２,８７１戸9,平成２７3,９末現在0x 

サービス付き高齢者向け  １１５  高齢者住まい法の改正により創設され 
住宅の供給  たサービス付き高齢者向け住宅につい 

て、経済的側面から入居が困難な高齢者 
9, １２２0x  に対して、家賃減額補助を行う。 

サービス付き高齢者向け住宅 
家賃減額補助対象戸数9,既認定分0x ５７２戸 

9,平成２７3,９末現在0x 

建設業・宅地建物取引業9,;f  振興  

建設業指導事務  ３  コンプライアンスの確保、不良・不適格 
な建設業者を排除する取り組みを強化す 
るため、既存許可業者の犯罪履歴調査を 

9, ３0x  実施する。 

３ 



9,２0x大阪府営住宅事業特別会計
万

２８既内示額  
事 業 名  ２８復活要求額 

9,２７当初予算額0x  
摘 要 

府営住宅の整備  ２６,５３０  【基本的考え方】 
①安全・安心でやさしく暮らせる住まいづくり 

9, ３３,３７２0x  x9目標4, 
・耐震化率９５0x 
・ハリアフリ一化率６０0x 

9,平成３２年度末目標値0x 

②地域力向上に向けたまちづくりの推進 
9,市町連携0x 

国耐震化の推進 ２２０億７９百万円 
早期の目標達成に向け、改修事業に重点 

建替事業9,民活整備含む0x着手１,８９６戸 
耐震改修事業 着手２,７６６戸 

国バリアフリー化の推進 
３０億９８百万円 

中層工レへx9ータ一設置 着手 １６５基 
住戸内ハリアフリ一化 着手１,５００戸※ 
車いす常用者向け改善着手 ５戸※ 
※府営住宅の管理において内示 

国資産の有効活用 
活用用地、低未利用地の売却、貸付 

など資産を有効に活用し、収入確保に 
努める。 

売却・貸付 ４０団地 ７７億４３百万円 



２８既内示額  
事 業 名  ２８復活要求額  摘 要 

9,２７当初予算額0x  

府営住宅の管理  １６,３７４  【団地数等9,Ｈ２７3,３3,３１現在0x】 
・府内３８３団地 

9, １６,５７２0x  ・管理戸数１３3,７万戸 
・入居戸数１２,１万戸 
・入居者数２４,９万人 

※Ｈ２７3,８3,１付けで大阪市へ５４団地、１０,１１６戸を移管 

題大規模修繕の推進 
５２億６７百万円 

緊急性の高い外壁改修や屋上防水 
改修等を中心に実施。 

国民間ノウハウの活用 
０指定管理者制度の推進 

１０６億３８百万円 
※大規模修繕の予算額を一部再掲 

平成２４年度から府全域で実施している 
指定管理者制度を推進。 

9,３0x 大阪府まちづくリ促進事業会計
9,単位百万円0x 

２８既内示額  
事 業 名  ２８復活要求額 

9,２７当初予算額0x  
摘 要 

【収入】  ４０,３８３  １企業債9,借換債0x 
３６３億８百万円 

9, ８,５０４0x  ２定期借地貸付収入 
２０億８６百万円 

３土地売却収入 
１９億８７百万円 

【支出】  ３７,２３７  １ 企業債償還元金9,借換債0x 
３６３億８百万円 

9, ７,３６２0x  ２一般管理費 
５億６６百万円 

  

平成２７年度末資金残高9,見込額0x ５,３６２百万円 
平成２８年度末資金残高9,見込額0x ８,５０４百万円  

５ 



２ 平成２７年度２月補正予算案の概要

9,１0x一般会計 9,単位百万円0x 

事 業 名  当初予算額  現計予算額  
２月補正  摘 要 予算額  

建築物震災対策  １１９７ １  １１９７  Ａ５２７  補助見込件数が予定を下回つ 
推進事業費  たことによる減額 

密集住宅市街地整  ６０７  ６０７  Ａl９７  補助見込件数が予定を下回つ 
備促進事業費  たことによる減額 

府有建築物営繕  ４６４  ４６４  Ａl５０  落札減等による事業費の減額 
設計監督事業費  

9,２0x,0１ 大阪府営住宅事業特別会計9,国補正対応0x 9,単位百万円0x 

事 業 名  当初予算額  現計予算額  ２月補正  摘 要 予算額  

府営住宅の整備  ３３,３７２  ３３,３７２  ７,１８４  国耐震化の推進 
建替事業9,民活整備含む0x 

府営住宅の管理  １６,５７２  １６,５７２  ３,０００  国大規模修繕の拡充 
緊急性の高い外壁や屋上防水 
の改修 

9,２0x,0２大阪府営住宅

※9,２0x,0１の国補正対応を反映した額

9,３0x 大阪府まちづくリ促進事業会計

事 業 名  当初予算額  現計予算額  ２月補正  
摘 要 ※  予算額  

府営住宅の整備  ３３,３７２  ４０,５５６  Ａ６,９１５  国庫補助事業費の確定等 
による事業費の減額 

府営住宅の管理  １６,５７２  １９,0５７２  Ａ７３４  国庫補助事業費の確定等  
による事業費の減額 

9,その他0x 9,単位百万円0x 

9,単位百万円0x 

事 業 名   当初予算額  現計予算額   
２月補正  

摘 要 予算額  

【収入】   ８,５０４  ８,５０４   １８０  １企業債の減 
Ａl２５４ 

２土地売却収入の増 

【支出】   ７,３６２  ７,３６２   

１,４１４ 

Ａl９４  １企業債利息等の減 
Ａl９０ 

平成２７年度最終予算収支差引 １,５１６百万円    
平成２６年度末資金残高9,決算額0x ３,８４６百万円    
平成２７年度末資金残高9,見込額0x ５,３６２百万円    

ｌ ｌ    

６ 



9,事件議決案0x

３ 工專請負契約締結の件
9,大阪府動物愛護管理センター9,仮称0x新築その他工事0x 

工事名称  契約金額等 

大阪府動物愛護管理センター9,仮称0x新築  契約金額 ８億４６０万円 
その他工事請負契約  請負者 株式会社森長工務店  

工 期 平成２９年６月３０日 

４ 工事請負契約締結の件9,大阪府営住宅建設事業0x 

工事名称  契約金額等 

大阪府営豊中新千里東第２期高層住宅 9,建  契約金額 １０億６, ３８０万円 
て替え0x新築工事9,第１工区0x請負契約  請負者 株式会社今西組 

工 期 平成３０年１月１９日 
大阪府営泉佐野佐野台第７期中層住宅 9,建  契約金額 １０億９, ６２０万円 
て替え0x新築工事請負契約  請負者 株式会社今西組 

工 期 3,平成２９年１０月２０日 

５ 大阪府営住宅の家賃及び共益費に関する債権放棄の件

大阪府営住宅の家賃及び共益費の債務者に対して、 大阪府が有する債権を放棄することにつ
いて議決を求めるもの。

〔放棄する債権〕

。回収不能となった家賃及び共益費５５万５,３４７円及び当該家賃に係る遅延損害金

６ 大阪府営住宅の家賃及び共益費に相当する損害金に関する債権放棄の件

大阪府営住宅の家賃及び共益費に相当する損害金の債務者に対して、 大阪府が有する債権を
放棄することについて議決を求めるもの。

〔放棄する債権〕

・回収不能となった家賃等相当損害金６５万７,８１６円及び当該損害金に係る遅延損害金

７ 大阪府営住宅の駐車場使用料に関する債権放棄の件

大阪府営住宅の駐車場使用料の債務者に対して、大阪府が有する債権を放棄することについ
て議決を求めるもの。 3,

〔放棄する債権〕

・回収不能となった駐車場使用料６６万８, １９０円及び当該使用料に係る遅延損害金

７ 



9,条例案0x 

８ 市行政車務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の件

１ 土地区画整理法の改正により、規定の整備9,条項ずれ是正等0xを行う。
２ 地方自治法第２５２条の１７の２の「条例による事務処理の特例制度」に基づき、高齢者

の居住の安定確保に関する法律等に基づく事務の一部を交野市ほか１ ０市町村が処理する

こととする。

０ 施行予定日81平成２８年４月１日ほか

９ 大阪府建築都市行政車務手数料条例一部改正の件

１ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅

について、 登録後５年ごとの更新が開始されるため、 更新に係る手数料を新たに設定する。

。サービス付き高齢者向け住宅 １０戸以下の場合 ２７, ７０ ０円 等
２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び長期使用構造等とするための措置

及び維持保全の方法の基準の改正により、 既存住宅に対し増築又は改築を行う場合の認定基

準が規定されることに伴い、 新たに開始される增築又は改築を行う既存住宅の認定に対応す

るため、 既存住宅に係る手数料を新たに設定する。

・登録住宅性能評価機関が事前審査を行った戸建住宅9,２０ ０㎡以下のもの0xの場合
１３, ２００円 等

３ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進

のために誘導すべき基準の改正に伴い、 低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料の額を

改める。

。登録住宅性能評価機関等が事前審査を行った非住宅建築物9,３０ ０ｍ２未満のもの0xの場合
１１, ０００円 等

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、 建築物エネルギー消費性

能向上計画及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定手数料を新たに設定する。
。登録住宅性能評価機関等が事前審査を行った非住宅建築物9,３０ Om未満のもの0xの場合

１１, ０００円 等
０ 施行予定日81平成２８年４月１日

１０ 大阪府屋外広告物条例一部改正の件

屋外広告物法に基づく事務の一部を市町村が処理するに当たり、 この条例等に規定している

基準によることを明らかにするため、 規定の整備を行う。

０ 施行予定日81公布の日

８ 



１１ 大阪府建築基準法施行 の件

建築基準法施行令の改正により、規定の整備9,条項ずれ是正等0x を行う。 

０ 施行予定日81平成２８年４月１日ほか

9,報 告0x 

１２ 府営住宅明渡請求に関する訴えの提起の専決処分の件

O訴えの提起 ６３件

１３ 工事請負契約変更の専決処分の件 9,大阪府庁舎本館耐震改修工事0x

大阪府庁舎本館耐震改修工事請負契約
契約金額 変更前 ５０億７,１４０万１,３６０円

変更後 ５１億１,０１８万８,４８０円
請 負 者 大林組。南海辰付建設共同企業体

１４ 工事請負契約変更の専決処分の件
9,大手前立体駐車場9,仮称0x新築その他工事0x

大手前立体駐車場9,仮称0x新築その他工事請負契約
契約金額 変更前 １８億６,８４０万０,０００円

変更後 １８億８,６３８万２,０００円
請 負 者 株式会社竹中工務店

１５ 工事請負契約変更の専決処分の件 9,大阪府営住宅建設事業0x

9,１0x大阪府営束大阪中鴻池第５期高層住宅9,建て替え0x新築その他工事
9,第２工区0x請負契約

契約金額 変更前 １１億６,６３４万４,９２０円

変更後 １１億７,３５２万９,０８０円
請 負 者 株式会社榎並工務店

9,２0x大阪府営堺白常東住宅外１件耐震改修工事請負契約
契約金額 変更前 １０億３,６８５万４,０００円

変更後 １０億４,６５５万９,９６０円
請 負 者 大豐建設株式会社

９ 



9,３0x大阪府営堺宮山台４丁第１期高層住宅9,建て替え0x新築工事請負契約
契約金額 変更前 １４億９,９７６万９,０００円

変更後 １５億３, ３９４万０, ２０ ０円
請 負 者 大木・今西特定建設工事共同企業体

9,４0x 大阪府営百舌鳥梅町住宅第２期耐震改修工事請負契約
契約金額 変更前 ５億０, ５４４万０,０００円

変更後 ５億１,０５８万０, ８００円
請 負 者 藤原工業株式会社

9,５0x大阪府営松原立部住宅9,第１工区0x外１件耐震改修工事請負契約
契約金額 変更前 ５億９, ３０２万５,８４０円

変更後 ６億０,９４１万４,８４０円
請 負 者 株式会社中道組

9,６0x大阪府営松原立部住宅9,第２工区0x外２件耐震改修工事請負契約
契約金額 変更前 ５億３, ２３５万１,４４０円

変更後 ５億４,６８３万２, ０８０円
請 負 者 株式会社森長組

9,７0x 大阪府営堺戎島住宅第２期耐震改修工事請負契約
契約金額 変更前 ９億１, ２０５万６, ７６０円

変更後 ９億３, ２６５万４, ５２０円
請 負 者 株式会社森長組 3,

１６ 債権放棄報告の件9,住宅まちづくり部所管債権0x

住宅まちづくり部が所管する債権について、 大阪府債権の回収及び整理に関する条例第６条
第３項の規定により放棄したので、 同条第４項の規定により報告するもの。

9,１0x 大阪府営住宅の家賃及び共益費に相当する損害金
件 数 １件
金 額 ３,８０ ０円及び当該損害金に係る遅延損害金

9,２0x大阪府営住宅の駐車場使用料 
件 数 ７件
金 額 ３７, ３３０円及び当該使用料に係る遅延損害金

１０ 



都市空間創造室

Ｈ２７２月補正 ４０００万円
Ｈ２８当初 ２９５０万円

0x事業團的81
うめきた２期を斬新で独自性が高く、世界に強く印象付ける

「大阪の顔」となる都市空間とするため、 比類なき魅力を備えた

「みどり」を中心としたまちづくりを行う。

０事業概要
。府市共同歩調の下、グランドテ、サ、イン。大阪に示された「うめきた

と周辺のみどり化」等の早期実現をめざし、うめきた２期のまち
づくりを推進する。

。「みどり」をうめきた２期全体に展開するため、 概ね ８ｈａの
「みどり」を確保し、うち４3,５ｈａを都市公園とする。 

公園整備

うめきた２期で整備する公園には、多方面から多くの人々が

訪れることが予想されるなど、広域的な役割を担う。 
新駅整備

０費用負担の考え方
公園整備  土地区画整理  新駅整備  鉄道地下化 

みどり化の実現  みどり化を実現するため、他の事業  なにわ筋線具体化の際には広域鉄道ネットワ  地域のまちづくりの基盤 
にはない制約のかかったものとなる  一ク計画上の結節機能を有する点を踏まえ  となる事業であるため 

府市折半  府市折半  府力、応分の負担  
※なにわ筋線の具体化にあわせ別途協議  市の負担 

※保留地処分金を除く  
※鉄道事業者負担を除く  

０スケジュール
。 Ｈ２５年度81府市、経済団体からなる実行委員会が優秀提案者２０者を選定9,１次公募0x 

・Ｈ２６年度81優秀提案者との「対話」により「まちづくりの方針」を作成
・Ｈ２７年度81鉄道地下化・新駅整備事業着手、土地区画整理事業の事業認可
・Ｈ２８年度81民間事業者を募集9,２次公募0x 

0x事業内容81
１3,うめきた地区土地区画整理事業 Ｈ２７２月補正 ４,０００万円

Ｈ２８当初 ２,７５０万円
※ 府の負担は、地方負担の１0x２

うめきた地区9,大阪駅北大深西地区0xにかかる土地区画整理事業に対し、大阪市へ補助を行う。

２3,うめきた２期都市プロモーション事業 Ｈ２８当初 ２００万円
※事業費１,２００万円を国、府、市、ＵＲで負担

みどりの実現、企業誘致、샤オの集積等に必要な知名度・関心度の向上に向け、都市プロモーション活動を
実施する。 



0x車業團的81

府内の「地震時等に著しく危険な密集市街地」は全国ワースト１の規模9,７市１１地区２,２４８ｈａ0x 
。 平成３２年度までに「地震時等に著しく危険な密集市街地」を解消する。

。 延焼遮断帯の整備など災害に強い都市構造の形成を図る。 

0x車業内春81

IＢ 密業住名市街地整備促進車業費補助金による支援 ７億３″０１２万１千円

各市が策定した整備アクションプログラム9,Ｈ２６3,６公表0xに基づく地区公共施設9,道路。公園等0xの整備
や老朽住宅の除却促進の事業拡大に対し、府補助の予算増9,平成２７年度比約１3,４倍0xにより、整備の
スピードアップを強力に支援する。

【整備イメージ】

整備前 整備後

２Ｂ 延焼遮断帯整備促進事業による道路整備

x9密集市街地での延焼遮断帯整備の目的4,
①延焼を強力に遮断

都市計画道路の整備を進め、まちを大きなブロ
ックに分けて、延焼を強力に遮断

②にげる。しのぐ
密集地区から安全な区域への避難、併せて
消防車や救急車など緊急車両の通行を確保

③沿道のまちづ、くり
広幅員の道路整備を起爆剤に、 民間開発を呼
び込み、まちを大きく転換

81
都市計画道路などの広い幅員の道路

【補助対象市9,７市0x】

大阪市、堺市

豊中市、守口市
門真市、寝屋川市

東大阪市

９ｆ０６４万円

x9整備の課題と対応4,
都市計画道路の整備は、広域交通ネットワークの形
成に重点化しており、密集市街地内の道路の早期
整備は困難な状況にある。 

延焼遮断空間の確保の観点から、 密集市街地内の
都市計画道路を都市整備部と共同で整備する。 

x9平成２８年度事業4,

【新規着手】寝屋川大東線9,門真市北部地区0x

〔事業内容〕路線測量、道路予備設計、

用地測量

【継続】 三国塚口線9,豊中市庄内地区0x

〔事業内容〕 物件調査・用地測量等



0x事業昌的81
住宅建築物耐震１０ヵ年戦略。大阪9,大阪府耐震改修促進計画0xに基づき、「木造住宅」「広域緊急交通路
沿道建築物」「多数の者が利用する建築物」を３本柱に耐震化を進め、住宅。建築物の倒壊から府民の生命を守
るとともに、広域緊急交通路の機能を確保し、府民の命を聚く゛。

9,２段階の目標0x 
①耐震化率9,府民みんなでめさそう値0x

住宅81平成３７年までに９５0x、
多数の者が利用する建築物81平成３２年までに９５0x 

②具体的な目標
危険な住宅・建築物を着実に減らすため、耐震化率とは
別に施策の進行管理。評価できる具体的な目標を掲ける

0x事業内容81

１3, 木造住宅耐震化促進事業 １億８４２万８千円

特に耐震化の遅れている木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断。設計。改修への補助を実施する。 

耐震診断  3, 耐震設計  耐震改修 

内示戸数  １,９７８戸  ４８１戸  ６２８戸 

内示額  ２２,２５３千円  １２,０２５千円  ７４,１５０千円 

２3, 広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業 ９億１″５２４万８千円

災害時に重要な役割を担う広域緊急交通路において、地震発生時の沿道建築物の倒壊による道路閉塞を

防止するため、これらの建築物の耐震化を進め、広域緊急交通路の機能を確保する。これらの耐震化に対し、

補助を拡充することにより、強力にスピードアップを図る。

ｌ 13, 

81◇耐震診断補助限度額をアップ
81 

１・設計図書の復元を要し、診断費用が補助限度額を超えるために診断に着手できない所有者の負担を１ 
１ 軽減するため、補助限度額を増額する。 ｌ 
ｌ818181,081818181,0,0,0818181一ー一818181一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ｌ 

３3, 特定既存耐震不適格建築物耐震化促進事業9,多数の者が利用する建築物0x

４,９９０万６千円
被害が生じた際に利用者や周辺住民へ与える影響が大きい大規模建築物の耐震化を促進する。 これらの耐

震化に対し、補助制度を創設することにより、強力に促進する。
ｌ ｌ

81◇耐震改修・補強設計補助 制度を創設 81
ｌ ,0 ｌ 
ｌ ｌ 

ｌ・「耐震診断の義務、結果の公表」という耐震改修促進法の改正を踏まえ、国、府、市が連携して支援し、ｌ 
ｌ 建築物の耐震化を促進する。 １
１ ・耐震診断が義務となる大規模建築物のうち、小中学校、幼稚園、保育所、福祉施設、病院、 ｌ
81 ホテル・旅館9,中小企業者・防災協定0xに係る耐震改修・補強設計補助を行う。 81
ｌ ｌ 
ｌ8181818181818181,0一一818181,0,0,0818181,0,0,0,081,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0一ーーーーー一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ｌ 



工事請負契約締結一覧9,事件議案0x 資料４,0１ 

公共建築室
9,平成２８年２月議会0x 

工 事 名  工事場所  
契約金額9,税込0x  

〔予定価格9,税込0x〕  落札率  工 事 概 要 
工 期  請 負 者  

大阪府動物愛護管理セン  羽曳野市尺度外  
８０４,６００,０００円  

主要用途 事務所 
・構 造 

夕一9,仮称0x新築その他工  
〔９１９,０６０,５６０円〕  

鉄筋コンクリート造、鉄骨造 
事  ８７3,５５0x  。階 数 地上２階、平屋建 

Ｈ２９3,６3,３０  株式会社森長工務店  

・棟 数 ４棟 

大阪府営豊中新千里東第２  豊中市新千里束町  
１,０６３,８００,０００円  

主要用途 共同住宅 
・構 造 

期高層住宅9,建て替え0x新  三丁目  
〔１,１９７,７１６,７６０円〕  鉄筋コンクリート造 

築工事 9,第１工区0x  ８８3,８１0x  ・階 数 １３階 

Ｈ３０3,１3,１９  

・棟 数 １棟 

株式会社今西組  ・戸 数 ９０戸 

大阪府営泉佐野佐野台第７  泉佐野市佐野台  
１, ０９６,２００,０００円  主要用途 共同住宅 

・構 造 
期中層住宅9,建て替え0x新  

〔１,３２１,５６３,６００円〕  鉄筋コンクリート造 
築工事  ８２3,９５0x  ・階 数 ５階 

Ｈ２９3,１０3,２０  

・棟 数 ２棟 

株式会社今西組  ・戸 数 ９５戸 



入札結果情報①

資料４,0２ 

公共建築室

工事名称  大阪府動物愛護管理センター9,仮称0x新築その他工事   

入札方式  総合評価一般競争入札  予定価格9,税抜0x  ８５０,９８２,０００円 

入札方法  電子入札  予定価格9,税込0x  ９１９,０６０,５６０円 

事務所名  公共建築室  低入札価格調査基準価格9,税抜0x  ７６０,２９４,０００円 

落札者  9,株0x森長工務店  低入札価格調査基準価格9,税込0x  ８２１,１１７,５２０円 

落札金額  ７４５,０００,０００円9,税抜0x  失格基準価格9,税抜0x  ６７７,１０７,０００円 

契約予定金額  ８０４,６００,０００円9,税込0x  失格基準価格9,税込0x  ７３１,２７５,５６０円 

総合評価一般競争入札結果情報

番号  業者名称  入札金額  技術評価点  総合評価点  摘要 

１  9,株0x森長工務店  ７４５,０００,０００  １０７3,７５  １４3,４６３０  落札 

２  富国建設9,株0x  ７９５,０００,０００  １０９3,５０  １３3,７７３５  

３  9,株0x松村組  ８３０,０００,０００  １０８3,００  １３3,０１２０  

４  9,株0x旭工建 大阪本店  辞退 



入札結果情報②

工事名称  大阪府営豊中新千里束第２期高層住宅9,建て替え0x新築工事9,第１工区0x   

入札方式  総合評価一般競争入札  予定価格9,税抜0x  １,１０８,９９７,０００円 

入札方法  電子入札  予定価格9,税込0x  １１１９７,７１６,７６０円 

事務所名  公共建築室  低入札価格調査基準価格9,税抜0x  ９９１,３０１,０００円 

落札者  9,株0x今西組  低入札価格調査基準価格9,税込0x  １,０７０,６０５,０８０円 

落札金額  ９８５,０００,０００円9,税抜0x  失格基準価格9,税抜0x  ８８５,００１,０００円 

契約予定金額  １,０６３,８００,０００円9,税込0x  失格基準価格9,税込0x  ９５５,８０１,０８０円 

総合評価一般競争入札結果情報

番号  業者名称  入札金額  技術評価点  総合評価点  摘要 

１  9,株0x今西組  ９８５,０００,０００  １０９3,５０  １１3,１１６７  落札 

２  矢野建設9,株0x  １,０００,０００,０００  １０３3,２０  １０3,３２００  

３  北野建設9,株0x大阪支店  １,０７８,７００,０００  １０８3,００  １０3,０１２０  

４  高松建設9,株0x大阪本店  １,１８０,０００,０００  １０６3,７０  予定価格 
超過 



入札結果情報③

工事名称  大阪府営泉佐野佐野台第７期中層住宅 9,建て替え0x 新築工事   

入札方式  総合評価一般競争入札  予定価格9,税抜0x  １,２２３,６７０,０００円 

入札方法  電子入札  予定価格9,税込0x  １,３２１,５６３,６００円 

事務所名  公共建築室  低入札価格調査基準価格9,税抜0x  １,０９２,４３６,０００円 

落札者  9,株0x今西組  低入札価格調査基準価格9,税込0x  １,１７９,８３０,８８０円 

落札金額  １,０１５,０００,０００円9,税抜0x  失格基準価格9,税抜0x  ９６７,４３７,０００円 

契約予定金額  １,０９６,２００,０００円9,税込0x  失格基準価格9,税込0x  １,０４４,８３１,９６０円 

総合評価一般競争入札結果情報

番号  業者名称  入札金額  技術評価点  総合評価点  摘要 

１  9,株0x今西組  １,０１５,０００,０００  １０８3,５０  １０3,６８９６  落札 

２  9,株0x旭工建 大阪本店  １,０７７,０００,０００  １１１3,００  １０3,３０６４  

３  堺士建9,株0x  １,１００,０００,０００  １０６3,７５  ９3,７０４５  

４  9,株0x本間組 関西支店  １,１３０,０００,０００  １０７3,００  ９3,４６９０  

５  矢野建設9,株0x  辞退 



総合評価点 x9 

公共建築室

「総合評価一般競争入札結果情報」 における各表記

【総合評価点】

技術評価点

入札価格
ｘ １億

。総合評価点は、 入札参加者の提出した技術提案や施工実續等を審査して求めた技術評
価点を、 開札後、 入札価格で除算した数値を１億倍して算定します。

総合評価一般競争入札では、 総合評価点の最も高い者を落札候補者とします。

。なお、予定価格9,税抜0x超過若しくは失格基準価格9,税抜0x未満の入札書を提出した

者の総合評価点については算定しません。 

【摘要】欄

①低入札価格調査失格
・落札候補者の「入札金額9,税抜0x」が「低入札価格調査基準価格9,税抜0x」未満であ

った場合、 その入札金額で契約内容に適合した履行が可能かを調査したうえで落札

者を決定します。

。総合評価点の最も高い者から調査を行い、 この者が失格となった場合は、 次点者が

調査対象者となります。
。 この調査で失格となった場合、 摘要欄に 「低入札価格調査失格」 と表記します。

②失格基準価格未満
・ 低入札調査制度において、 過度の低価格受注を抑止するために失格基準価格を設定

しています。

・この「失格基準価格9,税抜0x」を下回った場合は失格となり、摘要欄に「失格基準価

格未満」 と表記します。

③技術審査資料評価対象外

・技術提案9,審査0x資料に欠落がある場合や施工実績等がなかった場合は、技術審査
の評価対象外となり、 摘要欄に 「技術審査資料評価対象外」 と表記します。 



工事請負契約変更一覧9,知事専決0x 

公共建築室

9,平成２８年２月議会0x 

工事名称  変更前契約金額  用途・構造・規模等   
変更理由  変更前工期   ,0 工事場所  

変更後契約金額  
請負者   

当初議決日  変更後工期  
用途  事務所  

・既存基礎下部の不陸や欠損の著しいことが 
判明したため、既存基礎と新設コンクリートの 
接続部分に無収縮モルタルの充填を追加する 
もの。 

大阪府庁솜本館耐震改修 
工事  

５,０７１,４０１,３６０円  構造  鉄筋コンクリート造  
階数  地上６階、地下１階  

Ｈ２５3,１０3,２８ から  棟数  １棟  
Ｈ２８3,１０3,３１ まで  

大阪市中央区大手前二Ｔ目  ５,１１０,１８８,0４８０円  
名称  大林組・南海辰村建設共同企業体  ・東館と西館の接続部分の切離し工事につい 

て、執務室内への騒音、振動を抑えるため、撤 
去工法をワイヤーソーイング工法へ変更する 

住所  大阪市北区中之島三丁目６番３２号  

Ｈ２５１０２５  
代表者  株式会社大林組  

専務執行役員大阪本店長鶴田信夫  もの。 

用途  駐車場  
・建設工事請負契約書第２５条第６項に規定す 
るインフレスライド条項に基づくもの。 大手前立体駐車場9,仮称0x 

新築その他工事  
１,８６８,４００,０００ Ｆ  構造  鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造  

階数  地上７階  
Ｈ２６3,１０3,２８ から  棟数  １棟  ・地中障害物があり撤去工事を追加するもの。 
Ｈ２８3,２3,２９ まで  

大阪市中央区大手前三丁目  １,８８６,３８２,０００ fx9  
名称  株式会社竹中工務店  
住所  大阪市中央区本町四丁目１番１３号  

Ｈ２６3,１０２７  代表者  取締役社長宮下正裕  

用途  共同住宅  
・エ事車輌の通行で傷めた道路舗装のやり替 
えを行うもの。 

大阪府営東大阪中鴻池第  １,１６６,３４４,９２０ Fx9  構造  鉄筋コンクリート造  
５期高層住宅9,建て替え0x 
新築その他工事9,第２工区0x  

階数  地上１４階  
Ｈ２６3,３3,２５から  棟数  １練  ・入居予定者の強い要望を受け、住棟の全戸 

に網戸を設置するもの。 Ｈ２８3,３,１８まで  １１２戸  

東大阪市中鴻池町三Ｔ目  １,１７３,５２９,０８０ Fx9  
名称  株式会社複並工務店  
住所  大阪市浪速区良速東一Ｔ目２番２６号  

Ｈ２６3,３3,２４  代表者  代表取締役榎並靖博  

用途  共同住宅  

大阪府営堺白鷺東住宅外 
１件耐震改修工事  

１,０３６,８５４,０００円  構造  鉄筋コンクリート造  ・入居者からの自然採光確保の要望を受け、 
防音シートの一部を採光防音シートに変更す 
るもの。 階数  地上８階  

平成２６年６月９日から  棟数  ７棟  
平成２９年３月１７日まで  ３８４戸  ,既存外壁下地の劣化調査結果に基づき、外 

壁下地の補修数量を変更するもの。 堺市北区金岡町外  １,０４６,５５９,９６０ Ｆx9  
名称  大豊建設株式会社  
住所  東京都中央区新川一丁目２４番４号  

Ｈ２６3,６3,６  
代表者  常務執行役員大阪支店長佐久間崇  

用途  共同住宅  
大阪府営堺宮山台４丁第  １,４９９,７６９,０００円  構造  鉄筋コンクリート造  ・既存杭の引抜き及び部分破砕の範囲の確認 

のため行った試掘結果をふまえ、 既存杭の引 
抜き本数及び杭長等を変更するもの。 １期高層住宅9,建て替え0x 

新築工事  
階数  地上１４階  

Ｈ２６3,１２,２５から  棟数  １棟  
Ｈ２９3,１3,２０まで  １３９戸  ・基礎部の掘削に必要な山留め設置の工法に 

ついて、地盤の状況をふまえ再検討した結果、 
クラッシュパイラ一圧入工法へ変更するもの。 堺市南区宮山台４Ｔ  １,５３３,９４０,２００円  

名称  大木・今西特定建設工事共同企業体  
住所  大阪市西区立売堀一Ｔ目３番１３号  

Ｈ２６3,１２3,２５から  代表者  大木建設株式会社  
Ｈ２６3,１２3,２４  Ｈ２９3,２3,２０まで  執行役員大阪支店長田中裕彦  

用途  共同住宅  
既存外壁下地の劣化調査結果に基づき、 外壁 
下地の補修数量を変更するもの。 大阪府営百舌鳥梅町住宅 

第２期耐震改修工事  
５０５,４４０,０００ F[  構造  鉄骨鉄筋コンクリート造  

階数  地上１４階  
平成２６年１２月２５日から  棟数  ２棟  
平成２８年１０月２５日まで  ２０８戸  

堺市北区百舌鳥梅町三丁  ５１０,５８０,８００ Fx9  
名称  藤原工業株式会社  
住所  吹田市寿町二Ｔ目２６番９号  

Ｈ２６3,１２3,２４  
代表者  代表取締役藤原浩一  



工事請負契約変更一覧9,知事専決0x 

9,平成２８年２月議会0x 
工事名称  変更前契約金額  

用途・構造・規模等   
変更理由 

変更前工期  
工事場所  変更後契約金額  

請負者   
当初議決日  変更後工期  

用途  共同住宅  
大阪府営松原立部住宅  ５９３,０２５,８４０円  構造  鉄骨鉄筋コンクリート造  近隣住民からの騒音対策の要望に対応する 

ため、養生シートを防音シートに変更するもの。 9,第１エ区0x外１件耐震改 
修工事  

階数  地上１４階  
Ｈ２７3,３3,１８ から  棟数  ３棟  
Ｈ２９3,３3,１５ まで  ３１３戸  

松原市立部五丁目外  ６０９,４１４,８４０円  
名称  株式会社中道組  
住所  大阪市都島区片町一Ｔ目３番４号  

Ｈ２７3,３,１７  
代表者  代表取締役中道正伸  

用途  共同住宅  
大阪府営松原立部住宅 
9,第２エ区0x外２件耐震改 
修工事  

５３２,３５１,４４０円  構造  鉄骨鉄筋コンクリート造  近隣住民からの騒音対策の要望に対応する 
ため、養生シートを防音シートに変更するもの。 階数  地上１４階  

Ｈ２７3,３3,１８ から  棟数  ２棟  
Ｈ２９3,３3,１５ まで  ２０８戸  

松原市立部五Ｔ目外  
５４６,８３２,０８０円  名称  株式会社森長組  

住所  兵庫県南あわじ市賀集８２３番地  

Ｈ２７3,３3,１７  
代表者  大阪営業所長島田惠章  

用途  共同住宅  

大阪府営堺成島住宅第２ 
期耐震改修工事  

９１２,０５６,７６０円  構造  鉄骨鉄筋コンクリート造  既存バルコx9一手摺の塗装改修にあたり劣化 
状況を調査したところ、雨仕舞不良により既存 
バルコx9一手摺柱脚部の腐食が著しく進行し 
ていたため、手摺へのアルミカバーの取付け 
などの改修を行うもの。 

階数  地上１４階  
Ｈ２７年６月１２日から  棟数  ３棟  
Ｈ２９年１月２０日まで  ３１３戸  

堺市堺区戎島町一Ｔ  ９３２,６５４,５２０円  名称  株式会社森長組  
住所  兵庫県南あわじ市賀集８２３番地  

Ｈ２７3,６3,１１  代表者  大阪営業所長島田惠章  



０今後のf主宅まちづくり政策がめさすべき
目標、 政策の枠組みや施策の展開の
方向性を示すもの

０計画期間
平成２３年度0x平成３２年度の１０年間

※概ね ５年ごとに見直し

,ー口

 一ーーーーーーーーーーーー一, 

ｌ ｌ 

１０平成２７年３月 81 
ｌ大阪府住宅まちづくり審議会に対し、 １ 
ｌ「大阪における今後の住宅まちづくり政策 ｌ 
81のあり方」を諮問 81 
ｌ １ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 

１０平成２７年８月中間とりまとめ ｌ 
81 「住まうビジョン。大阪」 81 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ Ｉ 

ｌ 9,平成２７年９月議会0x １ 
ｌ ｌ 
ｌ 8181 ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 

81０平成２８年１月 81 
ｌ 。審議会答申9,素案0xとりまとめ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ   ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 

１ 9,平成２８年２月議会0x １ 
Ｌ8181,0,0,0,0,0,0,0一ー一81一8181,0,0,0,0,0一ーーーー一8181一ーーー一, 

ｌ,0,0 一ーーーーーーーーーー一l ｌ ｌ 

１０平成２８年３月 ｌ 
81 。審議会答申とりまとめ 81 
ｌ １ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 

1０平成２８年５月 ｌ 
81・「住まうビジョン・大阪9,大阪府住宅 81 
ｌ まちづくりマスタープラン0x」9,案0x策定 ｌ 
ｌ １ 
Ｉ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 
ｌ ｌ 

81 9,平成２８年５月議会0x 81 
Ｉ ｌ 
ｌ １ 
１ ｌ 
ｌ １ 
ｌ ｌ 

1０平成２８年８月 １ 
81。「住まうビジョン・大阪9,大阪府住宅 81 
ｌ まちづくりマスタープラン0x」策定 ｌ 
Ｉ ｌ 
ｌ ｌ 

Ｌ 81 81 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 81 ,0 ,0 ,0 ,0 １ 

住宅まちづくり総務課

活力と魅力あ;Ｓ、れる住まいと都市 循環ｔ 安全。安心にくらすことができる住まいと都市

１  １1    １   

好循環を生み出すための３つの視点の重視により、様々な施策が相互に作用                           

０活力と魅力ある都市空間の創造       ０多様な機能を備えた都市の形成       ０快適で魅力ある都市の形成      

 

０災害に強い都市の形成  ０住み慣れた地或で安心してくらす    

ｌ,081ニン１、;二81ニ一ンー一ニ一１ １・「クフンドァザイン・大阪」の推進 ｌ 

ｌ・美しい景観づくり ｌ ｌ818181813,3,813,81818181818181813,81813,3,3,,0,0,08181,03,81１  

こと力ｌできる都市の形成    ｌ・地域特性を活かしたまちづくり ｌ 
ｌ・空家等を活用したリノへx9ーションまちづくり１  

「ーニ一81,0,0,0一ニ一、ーーー一ｌ 
１・みどりの不ツトワークの形成 ｌ 
ｌ・エネルギーの地産地消 １ ｌ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0813,813,81,0813,8181・  

・密集市街地の整備         
・広域緊急交通路沿道建築物の耐震化      ｌ・スマートェイジングシティの形成    

１・都市のバリアフリー化    ｌ・公的資産の組替えによるまちづくり ｌ      ・士砂災害、浸水被害に強い都市づくり      

０多様で魅力的な住まし 、を選択でき       O誰もが活き活きとくらすことができる      
０環境にやさしく快適な住宅・建築       ０住宅ストック全体を活用した府民    

・特定空家等対策      
物の普及       ・大規模災害発生時に備えた体制整備      

る環境の整備       環境の整備      の居住の安定確保    

  

０住モー・建染物の耐農化 

１一住宅二トー,,0一ニーニニ一１ ｌ・民間住ｔ・建築物の耐廣化の促進 １ 
１・公共住宅・建築物の耐震化の促進 ｌ 
ｌ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,081,0,03,3,81813,3,81813,813,・ 

０住まいとまちづくりにおける様々な 
安全x9性への対応 

,0・ｉｉｉ罪81ｌこ５11、flま,0、づ１くり等の推進一ｌ 
ｌ・住宅・建築物における安全性の確保ｌ 
１81818181818181818181813,8181,0,0,0,03,813,3,,08181  

ｌ・魅力ある賃貸イＥ宅市場のＪｆ⊠成一１       
81x9x9,0x98181x981818181818181x981818181818181,0,0,0,0,08181,0,081 

１・子ども、若年世代、子育て世代等がくｌ  １・住宅・建築物の省エネ化 ｌ       ・民間賃貸住宅における安心確保   
１・地域産材等木材利用促進 ｌ ｌ,08181,0,0,08181,0,081,0,0,0,0,08181818181818181818181」  ・公的賃貸住宅の有効活用と地域主権   ｌ・中古住宅流通・りフォーム市場の活性化ｌ １8181818181,0,0,0,08181818181,0,0,0,0,0,03,:  

１ らしやすい環境の整備 ｌ      
ｌ・多世代が交流するイ上組みづくり １ 
818181x981,0,0,0,0818181x981x981,0,0,0818181818181,0,0,0,0,08181,0  

の推進   
・住まいのバリアフリー化   

０大阪の魅力を活かした移ｔ主・定住       ０活力ある住宅市場の形成       ０環境と調和したライフスタイルの普及      
０土地取引等における差別の解消    促進       

ｌ・分譲マンション施策の推進 ｌ      ・魅力あるくらし方の情報発信一1       81 ,0,0,0,0,0,0,081       １・府民や民間事業者の意識の啓発    ｌ・住情報の提供、住教育の推進 １      １・大阪に住まう魅力の情報発信、移 ｌ       

０健全な住宅関連産業の育成    ｌ 住・定住の促進 １ 
8181818181 8181 818181818181 81・  

１・大工・技能者等の人材育成 ｌ 
１8181818181,0,03,,0,081818181,0,0,0,0,0,0,0,0813,81,0,0,03,ｌ  

１ ・イ主宅相談体制の充実    
ｌ・建設産業の振興    



資料７ 

都市空間創造室

０ うめきた２期は、世界に比類無き魅力を備える「みどり」が、世界中から資本、優秀な人ネオ等を集積
させ、都市や環境と人間の新しい関係性の中から創造的・革新的な変化9,イノベーション0xを生み出し、
関西ひいては我が国に新たな国際競争力をもたらすまちづくりをめざす。

０ Ｈ２６年度には、うめきた２期工リアを対象とし、まちづくりのめざすべき方向性を示し、今後のまちづ
くりを行う民間事業者を公募により決定する際の基本的な考え方をとりまとめた「まちづくりの方針」を
作成した。

０ 今年度は、２次公募に向けた条件整理を進め、Ｈ２８年度には民間事業者募集を行うとともに、本格
的な基盤整備事業の推進と『うめきた２期』の知名度・関心度向上に向けた「都市プロモーション事業」
を府・市・ＵＲ共同で取組む。 

０ ００ 

２。うめきた２翻のスケジュール

０成長審しい分野で関西の盤築集演の強み。ポテンシャルを最大跟錄揮

０總の集賴により世界で播躍するク目一パル샤オを育威3,擊出

なにわ競線選憶等で高まる拠点性を糖かした中核機能の
導入で、関西の各部市との連機、発展、変流を提進

関西の園際社会での存在感を新たなストジに強力に引き上ｔｆる

２次公募   

鉄道地下化。  0xａ  Ａ  

基 
盤  

新駅整備  切替工事  認可  

土地区画整  
整 
備  

理事業  

公園整備  
a  Ａ  

新駅整備
凡

二ニ二ｌ 民間提案募集対象区域

昭和６２年４月  国鉄清算事業団が梅田貨物駅売却を決定 
平成２３年４月  うめきた２期都市計画決定9,土地区画整理、道路、交通広場、都市高速鉄道0x 
平成２４年１月  特定都市再生緊急整備地域の指定 3, 

,, 年９月  大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域都市再生緊急整備協議会の設立 9,６日0x 
平成２５年３月  吹田・百済に貨物機能移転 梅田貨物駅廃止 9,３１日0x 

,, 年４月  先行開発区域「グランフロント大阪」まちびらき 9,２６日0x 
,, 年１０月  うめきた２期の民間提案募集9,１次公募0x開始 

平成２６年３月  優秀提案者２０者の選定 
平成２７年３月  うめきた２期の「まちづくりの方針」の決定 

x9x9 年６月・  ５月府議会において公園整備の予算9,債務負担行為0x議決9,１１日0x 
,0 年１０月  うめきた２期区域中核機能推進会議の設置 9,１９日0x 
,, 年１１月  うめきた地区9,大阪駅北大深西地区0x土地区画整理事業の事業認可9,２０日0x 
x9x9 年１２月  うめきた２期区域暫定利用検討委員会設置9,２２日0x及びアイデア募集9,２４日0x0x 



Ｅ大她震で大販に墓大な被書

被害
想定

9,府内
全体0x 

【南海トラフ臣大地震】
。建物倒壊。火災 死者９百名
。関連建物被害 全壤７万７千標

【上町断層帯地震】
。建物倒壊・火災 死者ｌ万１千名
関連建物被害 全壤４０万標

密集市街地で大きな被害のおそれ

「地震時籌に書しく危険な密集市街地」
«全国ワースト１の規模»

府内７市１１地区２,２４８ｈａ
【内訳】大阪市9,１地区１,３３３ｈａ0x堺市9,１地区５４ｈａ0x

豊中市9,２地区２４６ａ0x守口市9,２地区２１３ｈａ0x
門真市9,１地区１３７ｈａ0x寝屋川市9,３地区２１６ｈａ0x 
東大阪市9,１地区４９ｈａ0x 

圓標。めざす方向性

:fL災書に強いまちづ、くり
◇平成３２年度までに「地震時等に

著しく危険な密集市街地」を解消
⇒不燃領域率４０0x以上あるいは

地区外へ避難できる水準の確保

◇延焼遮断帯の整備など災害に強い
都市構造の形成

◇「逃け、る」ための緊急の備え

２ 大販の成長を支える魅力
あるまちづくり
多様な世帯が住まう、職住遊学が

融合した、緑豊かな都市型住宅地
として再生

これまでの取組みを大き«転換
 平成２６年度から0x  

〔１:]まちの不燃化

①地区公英施設 9,道略。公園0x
の整備工リアの重点化

0xやりやすさに捉われない
。必要性の高い施設に重点化

②老朽住宅の除却の強化
0x建替えに提われない

◇補助制度の拡充
。補助対象工リアの拡大
。期間限定で補助率引上げ

〔２〕延焼遮断帯の整備

密集市街地対策として府の都市計画
道路の整備をスピードアップ

〔３0x地域防災力の向上
地域の自助。共助の取組促進
⇒防災講座、防災マップづくりや避難

訓練等を行う市を支援

目標達成に向けた体制強化等

口大阪府密集市街地整備方針を策定
【Ｈ２６3,３府】

口土木事務所へ密集担当職員を配属
【Ｈ２６3,４府】

口密集市街地対策推進チームを設置
【Ｈ２６3,５府】

口整備アクションプログラムを策定。公表
【Ｈ２６,６各市】

取組状況及び今後の予定

建築防災課

口 密集市街地対策推進チーム会議の開催
寝屋川市の協力により、第２回会議を市役所で開催。チームに参画する庁内関係室課で取組み

の方向性を共有するとともに、市との連携強化を発信 9,Ｈ２７3,７月0x

〔１〕 まちの不燃化
０密集事業9,老朽住宅の除却、地区公共施設9,道路。公園0xの整備等0x

整備アクションプログラムの達成に向け、 Ｈ２６年度から市の要望に応じ予算を大幅に増額し、
事業拡大を強力に支援
◇密集住宅市街地整備促進事業予算

9,Ｈ２５0x約１3,２億円→9,Ｈ２６0x約２3,５イ意円→9,Ｈ２７0x約５3,２億円→9,Ｈ２８0x約７,３億円9,予定0x
9,Ｈ２５比81約６倍0x

。老朽住宅除却

9,Ｈ２５0x５０戸→9,Ｈ２６0x５６４戸→9,Ｈ２７0x約８１０戸9,予定0x→9,Ｈ２８0x約１,０００戸9,予定0x
9,Ｈ２５比81約２０倍0x

。地区公共施設の整備
延焼遮断効果のある対馬江大利線 Ｃ寝屋川市池田・大利地区0x 等の整備を支援

０防火規制の強化9,防災街区整備地区計画等の導入0x
。地区計画の導入→   寝屋川市81Ｈ２８3,１都市計画審議会承認、Ｈ２８年度施行予定

守口市、門真市81Ｈ２８年度導入を進めていく
。 準防火地域の指定拡大→東大阪市81Ｈ２７3,１１都市計画審議会承認、Ｈ２８年度施行予定

〔２〕延焼遮断帯の整備 
密集対策の国費活用や通常の街路事業と別枠の予算を確保し、 整備をスピードアップ

〔新規〕寝屋川大東線9,門真市北部地区0x 81Ｈ２８着手予定9,路線測量、道路予備設計等0x 
〔継続〕三国塚口線9,豊中市庄内地区0x81Ｈ２７着手、Ｈ２８予定9,物件調査、用地測量等0x

〔３〕 地域防災力の向上
１１地区全てで地域への働きかけを実施中。引き続き、各市の意向や地域の危険性等を踏まえ、

府市で連携して、防災講座、ワークショップや防災訓練支援などを順次実施3,
Ｈ２７年度は、大阪市9,優先地区0x、堺市9,新湊0x、豊中市9,庄内、豊南町0x、

守口市9,大日・八雲東町0x、門真市9,門真市北部0x、寝屋川市9,宣島東、池田・大利、香里0x 
東大阪市 9,若江・岩田・瓜生堂0x で実施

更なる事業推進を図る取組み

◇国費確保と制度拡充 9,国への要望0x
国費の重点配分・拡充とともに、 老朽住宅の除却を促進する租

税措置など、 密集市街地の解消に向けた方策を国へ要望し、 具体
化を働きかけていく

◇市に取組強化を働きかけ
市長訪問などあらゆる機会をと

らえ、密集事業の拡大などさらな
る対策の推進を要請



１０ヵ年戦略。大販とは

０府民の生命。財産を守るため、 府民が耐震性
のある住宅に住み、 耐震性のある建築物を利
用できるよう、 これまでの取組み状況等を踏ま
え、新たな考え方に基づく目標を設定し、大
阪の地域特性に応じた耐震化を促進するため
のさまざまな方策を示すもの。 

改定の背景

０ Ｈ２７年度に現行の計画が最終年度をむかえる
０大阪府耐震改修促進計画審議会からの答

申 9,大阪における今後の住宅。建築物の耐
震化促進政策のあり方について0x 

１０ヵ年戦略。大阪の構成

０現状と課題
１3,住宅
２3,多数の者が利用する建築物
３3,広域緊急交通路沿道建築物
４3,府有建築物

０基本的な方針

０目標

０目標達成のための具体的な取組み
１3,住宅
２3,多数の者が利用する建築物
３3,広域緊急交通路沿道建築物
４3,府有建築物の耐震化への取組み
５,大阪府住宅供給公社による耐震化への取組み

０耐震化の促進への社会環境整備

０その他関連施策の促進
１3,居住空間の安全性の確保
２3,八サードマップの活用
３3,２次構造部材の安全対策
４3,長周期地震動の対応

０推進体制の整備
１3,庁内の連携
２3,所管行政庁との連携
３,大阪建築物震災対策推進協議会との連携
４3,関係団体との連携
５3,自主防災組織、自治会等との連携

  

墓本的な方針 昌標 
１0x耐震化率9,府民みんなでめさ、そう値0x 

１ １ 昌標の定め方 府民みんな３ｊめさ三ｊ準とはｘ府表の安全。 室１1な生、,舌の基盤ｊなる住宅。建築物の而、ｊ震イヒを府府・鼕鼕となって進めて a いくため、新梁や建日ス、耐 改修、除却など、さまさまな手法により、府民みんなでめさすべき目標として掲けるもの。 

ｌ ０２段階の目標を掲げ耐震化を促進 １ 「ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一, 

ｌ 府民みんなでめざす共通の大きな目標と、１ ｌ①住宅の耐震化率x9平成３７年までに９５0x 81 

  

１ 套手差９ｊ而統離表望「２段階の目標ｌ １②多数の者が利用する建築物の耐震化率81平成３２年までに９５0x ｌ 
一一81一81ー一8181一81818181一81一818181818181一8181一ー一8181一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一１

 

２。１0x 民間住宅。建築物の具体的な目標 
０木造住宅 

２x9取組みの視点 ・耐震性が不足する木造戸建住宅約３９万戸、全てに確実な普及啓発9,意識向上0x 

1０総合的な耐震化の促進 。耐震化への意識の高い所有者の木造戸建住宅約５万戸9,１３3,５0x0xを中心に重点的な耐震化を促進 
ｌ 耐震改修だけでなく、建替え、除却、住１ ｌ x9耐震性の低い住宅力、集中する地区をモデルに選定し、さまざまな取組みを実施 
１ 替えなど、さまざまな施策に取り組む ｌ ｊ ０多数の者が利用する建築物 

Iｏ効果的な耐震化の促進  種ａl 需常標蘇期識報落観まど特に公共性の高いものを優先して耐震化を促進 
, ・施策効果の高いい からイ業lｌｌ竏竏重 １ 広 、 、 

けたり、イ報考1１器こ請益ｌ 様設ｊ ｏ耐常認藍ｆ常證業商と報告を受けた全での建築物に確実な益及啓発 の種別、 口 x9 Ｅヨ 
促進 , ・. ・道路を封鎖する危険性の高い建築物を優先して耐震化を促進 

 °市橋地特性を踏まえたモテル地区でのｌ 議連별ａ益 ２,0２0x公共建築物等の具体的な目標 ケーススタディを実施し、効果的な取組１ 3, 
みについては他地区への展開を図る 81 基Ｎ室ａ ０府有建雲物 

.・ 富き ・府有建梁物の耐震化の方針に基づき、これまでの取組みを進めるとともに、経済活動を守る観点の耐震化に取り組む 

   

、,ｓ3,,.3,, ０大販府住宅供給公社住宅 

 室 ,0・. 醫富 。府公社賃貸住宅の耐震化の方針に基づき、積極的に耐震化に取り組む ,３役割分担 , Ｎ 

  

築物の所 の役目 ・ 富 目標達成のための具体的な取組み 

  

１ ｊり言者ｇ議２控素議た１ 議ｆ ｏ壁モ勿については、ｊｌき続き耐震イｊを進める望、府民生活を支える業望継變等への文操検言ｔ 
⊠  叉x9x9 。 １ 養ｊ１ 府呂住モについては、耐農改修や建替スの事業を最重点の取組みとし「大阪府呂住81二Ｅ,ストック総合活用計画」に基 １ 自らが所有する建築物は、耐震化を先１ lｇ づき、積極的に耐震化を推進 

１ 導する役目から、しっかりと耐震化を推進 １ １書 

   

１０関係団体や企業等の役割  
１ 住宅。建築物に関わる事業者は、適切に１ ０関イ系機関と連携じた高齢者向け住宅等への住替え支援や建替え促進策を検討 
１ 住宅・建築物の耐震化が図られるよう、 １ ０耐震改修の促進につながる税制改正や国庫補助の拡充、創言跨を国へ提案・要望 
１ 社会的責務を有することを認識し、建物１ 
１ 所有者等から信頼される取組みを実施 １ 『 

０居住空間の安全x9ｌ生を確保するため、家具の転倒防止の対策や防災べツド、耐震テープ0xレの活用を促進 
０八サードマップ等を活用し、防災意識や耐震化意欲の向上を図る 

一 ０ブロック塀や屋外広告物、天井、エレベーター等の２次構造部材について、普及啓発等による安全対策を促進 
ｌ４3,計画期間  

  

０平成２８ 成３７年度まで 
ｌ 概ね５年を基本に、計画の見直しを検討１ ｌ推進体制の整備 

０住宅まちづくり部だけでなく部局を横断した体制づくりや、市町村、国はもちろんのこと、府民、民間事業者などが、協同して 
取り組むことができる体制を整備 



０ 事業慨要
。事業計画 事業費約５,６７２億円 面積約２１９3,３ｈａ 
。経 過 Ｈ２年４月 分譲開女台

Ｈ８年９月 りんくうタウンまちびらき
ＨI５年４月
Ｈ２４年３月

式の本格導入9,まちづくり
十の廃止

国際医療交流の拠点づくり地域活性化総合特別

０ 分譲。定期借地の契約状況

計画面積 
9,ｈａ0x  

契約面積 9,ｈａ0x    
契約率9,0x0x 

分譲  定期借地  計  

商業業務  ２９3, ６  ６3, ０  ２３3, ６  ２ ９3, ６  １００3, ０ 

流通製造加工  １５3, ６  １ ５3, ４  ０3, ３  １５3, ６  １００3, ０ 

住 宅 関 連  ７3, ７  ７3, １  ７3, １  ９２3, ２ 

空港関連産業  １４3, ３  ７3, ９  ６3, ４  １４3, ３  １００3, ０ 

工 場 団 地  ６３3, ６  ３３3, ３  ２８3, ９  ６２3, ２  ９ ７3, ８ 

公 共 施 設  ８ ８3, ５  ８５3, ６  ８５3, ６  ９６3, ７ 

計  ２１９3, ３  １５５3, ３  ５９3, ２  ２１４3, ５  ９７3, ８ 

注81端数延里のため、 都過の計と合計欄が一致Ｕない場合があります。

０ 平成２５0x２６年度の契約状況9,分譲３件１。８ｈａ、 定期借地２件０。５ｈａ0x 
企業名  面積9,ｒｒｉ0x  契約  立地施設の内容等 

ロード製薬㈱ 【分譲】  ６,２８５3,６３  平成２５年１０月  

9,国三和会 【分譲】  ８,４８５3,４１  平成２６年２月  医療機関 

9,株けック建築事務所 【定借】  ３,９６４3,８４  平成２６年１月  コンビx9エンスストァ等 

9,開幸訪建設 【定借】  １,５００3,００  平成２６年３月  住宅展示場 9,※0x 

村瀬炉工業 9,株0x 【分譲】  ３,００４3,２４  平成２６年９月  炉製造 

０平成２７年度の契約状況 9,分譲５件２。３ｈａ0x 
企業名  面積9,ｍx9)  契約  立地施設の内容等 

特定目的会社ＳＳＧ８ 【分潮  １６,５７０3,９９  平成２７年７月  ゲートタワービル底地等 

9,株) キャニオンスパイス【分譲】  １,５００3,００  平成２７年９月  加工食品工場 9,※0x 

㈱神洋、9,有0xＮＹI業 9,２区画0x  ５,１９４3,３７  平成２８年２月  神洋81ポンプ等の製造 

【定借→ 分讓】  9,予定0x  ＮＹ 工業 81 金属製品製造 

１００0x 

９０0x 

８０0x 

７０0x 

６０0x 

５０0x 

４０0x 

ロー開脚9,Ｈ２５3,１０ま数0x 
x4 能、願幅量

9,日２８年１０月運営予定0x

9,※0x
㈱幸言,0確設 9,Ｈ２６3,１２角的り→
ｌ賠ヤコンスパイス 9,Ｈ２７3,９期的0x 

Ｌ81     

、、、、、、、、、  

タウン推進局

計国面積  ＨI５  ＨI６  ＨI７  ＨI８  ＨI９  Ｈ２０  Ｈ２１  Ｈ２２  Ｈ２３  Ｈ２４  Ｈ２５  Ｈ２６  Ｈ２７  

契約  単年度  ２６3,７  １９3,８  １２3,１  １９3,０  １４２  ６3,８  １１3,５  １3,７  ３3,３  ４６  ２3,０  ０3,３  ２3,３  

面積  

累計  ４８ ２１９3,３  １２１3,３  １４１3,２  １５１3,７  １７０,４  １８４６  １９１3,４  ２０１3,７  ２０３3,２  ２０６3,２  ２１０3,５  ２１２3,５  ２１２3,７  ２１４５  9,ｈａ0x   

契約率9,0x0x   ５５3,６  ６４７  ６９3,５  ７ａ１  ８４６  ８７3,７  ９２3,４  ９３3,１  ９４５  ９６3,５  ９７3,４  ９７3,５  ９７3,８  

０ 契約率の推移 x9平成２８年１月３１日現在4, 

注81契約面積の累計については、事後の事Ｉ護化を反映させた数値である。 

０配 置 図

9,医0x = 哈 9,Ｈ２６3,２契約0x 
特定目的外会社Ｓ Ｓ Ｇ８ 9,Ｈ２７3,７契約

泉南市 ㈲Ｎ ＹI業 9,Ｈ２８3,２新ｽｱ ｌ81

0x
0xx9 

田尻町



０ 事業概要
。新住宅市街地開発事業の概要 9,事業費 約１, ３２５億円0x

9,１0x造成面積 約１７０。７ｈａ
9,２0x事業計画人口 約９ｇ０００人9,事業計画住宅戸数 約２,５００戸0x

0x居住人口４,８１３人9,１,６２６世帯0x9,平成２７年１２月末現在0x81
。計画面積 約１０１。９ｈａ
。事業経過 昭和６３年３月 新住事業の都市計画決定

計画面積 
9,ｈａ0x  

契約面積9,ｈａ0x    契約率9,0x0x 

分 譲  定期借地  計  

住 宅 地  ３８3, ３  ３ ２3, ８  ０3, ６  ３３3, ４  ８７, ２ 
産業用地等  ２ ４3, ９  １５3, ９  ７ 3, １  ２ ３3, ０  ９２3, ４ 
公共施設  ３８3, ７  ３８3, ７  ３８3, ７  １００3, ０ 

合 計  １０１3, ９  ８７3, ４  ７3, ７  ９５3, ２  ９３3, ４ 

注81端数処理のため、各欄の計と合計欄が一致しない場合があります。 Ｇ,0２は計画面積外のため含んでいない。 

０ 契約率の推移 x9平成２８年１月３１日現在4, 
タウン推進局

計画面積  ＨI５  ＨI６  ＨI７  ＨI８  ＨI９  Ｈ２０  Ｈ２１  Ｈ２２  Ｈ２３  Ｈ２４  Ｈ２５  Ｈ２６  Ｈ２７  残面積 

契約  単年度  ６3,１  ３3,７  ４3,１  ２,４  ６3,１  ４3,０  ０3,４  ２3,２  １3,３  １3,ｇ  ０3,７  ０3,ｇ  ２3,６  

面積  f69１  9,５ｊ  9,１８Ｊ  
9,ｈａ0x  累 計  １０１3,９  ６５3,９  ６９3,６  ７３3,７  ７６3,１  ８２3,２  ８６3,３  ８６3,３  ８８3,５  ８９3,６  ９１3,１  ９１3,８  ９２3,６  ９５3,２  ６3,７ 

契約率9,0x0x   ６４3,７  ６８3,３  ７２3,３  ７４3,７  ８０3,７  ８４3,７  ８４3,７  ８６3,８  ８７3,９  ８９3,４  ９０3,１  ９０3,９  ９３3,４  

平成 ８年４月 まちびらき式典開催
２４年３月 新住事業にもとづく宅地造成工事完了0x地域整備事業会計廃止

０ 分譲。定期借地の契約状況

０ 平成２６年度の契約状況
。住一ｔ地

分譲 ５件9,１,２１７3,９３㎡0x 0xＥ,0３81
１４件9,３,５７８3,１１ｍ２0x 0xＧ,0３81

定借→分譲 ３件9, ５９７3,５５㎡0x 0xＡ,0６81
。産業用地等

定借 １件9,３,４２６3,３７ｍ２0x 819,社福0x任天会9,保育所0x0x平成２６年６月契約81
分譲 １件9,２９,３０８3,８４ｍ２0x 0xＧ,0２8181㈱都エンタープライズ9,果樹園等0x0x平成２６年５月契約81

０ 平成２７年度の契約状況9,0x１0x３１まで0x
。住宅地

分議 ２件9, ４９８3,３６m２0x 0xＥ,0３81
１１件9,２,７１７3,９㎡0x 0xＧ,0３81

定借→分讓 １件9, ２４７3,１５ｍ２0x 0xＡ,0６81
民間卸9,粗造成0x１件9,３,０５４3,７９ｍつ0xＢ,0８9,第１ブロック0x81

。産業用地等
分譲 ３件9,４,０００3,０２㎡0x0xＧ,0６8181泉州南消防組合9,消防署0x0x平成２７年９月契約81

9,７,６３５3,０９m２0x0xＧ,0６81819,株0xメイクアップ9,化粧品等物流0x 0x平成２７年１２月契約81 
9,１,６６０3,０１rrf0x0xＧ,0９81819,有0xアサヒ商会9,金属加工工場0x0x平成２８年１月契約81

定借 ２件9,３,５９０3,６５ｍ２0x0xＧ,0９81819,株0xミズマタ9,鉄筋加工工場0x0x平成２７年５月契約81
9,２,５７１3,８９㎡0x0xＧ,0４8181やまなみ福祉会9,障害福祉サービス0x0x平成２７年１２月契約81 

◆ 配

９５0x 
９０0x 
８５0x 
８０0x 
７５0x 
７０0x 
６５0x 
６０0x 
５５0x 

※9,件数0xにっし、ては、 公共施設9,移管分0x及び解約分を除く。 

９３3,４0x 

ＨI５ ＨI６ ＨI７ ＨI８ ＨI９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２８ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

置 図


