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計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

  計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

アウトカム指標の現況値及び目標値
アウトカム指標の定義及び算定式

備考①安全安心に道路を利用できる車の台数 ②安全快適に移動できる歩行空間が確保されたことによる歩行者の事故件数の削減率 ③交通渋滞
の緩和による温室効果ガス排出量の減少 ④魅力的な地域資源を有する“まち”の来街者の増加率 ⑤道路のバリアフリー化による高齢者・
障害者等の利便性が向上するコミュニティバス利用者の乗降客数増加率 ⑥道路のボトルネック解消による消防活動時間の短縮

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H21当初） （H23末） （H25末）

効果促進事業費の割合

③交通渋滞の緩和による温室効果ガス排出量の減少
0t 70,000t 140,000t

年間総排出量=Σ（日交通量×区間延長×CO2排出係数）×365日

④魅力的な地域資源を有する“まち”の来街者の増加率
100% 105% 110% 箕面市、柏原市、河内長野市、岸和田市

【H25年度の大阪府内の観光地にある拠点への来訪者数 /H21年度の同地区への来訪者数】×100

①有事においては防災セーフティ道路をつくることで緊急交通車両が速やかに走行でき、また、日常においては府民が安
心してくらせるセーフティネットをつくることで快適に道路を利用できる車の台数

- 160,000台 290,000台
（車両交通量/府道延長）×利用可能延長【広域緊急交通路及び主要な幹線道路における橋梁の耐震化及び災害対策を行った道路と府
民が安全安心に利用できる道路の延長】

②歩行者の事故件数の削減
100% 95% 90%

【平成20年度の歩行者の事故件数×90%】     出展：「交通白書」 （財）大阪府交通安全協会

96,546 95,625

⑤道路のバリアフリー化による高齢者・障害者等の利便性が向上するコミュニティバス利用者の乗降客数増加率
0% 5% 10% 箕面市

利用者増加率=（導入後の利用者数－導入前の利用者数）／導入前の利用者数×100  【利用者：高齢者・障害者等の利用者】

⑥道路のボトルネック解消による消防活動時間の短縮

0% 0% 10% 河南町
道路のボトルネック解消による消防活動時間短縮可能範囲、5年後の消防車高機能化による消防活動時間短縮可能範囲⇒10％増加

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

⑦府内41市町村の橋梁長寿命化計画の策定率を100％とする
- - 100%

社会資本総合整備計画 事後評価書

大阪府、池田市、箕面市、豊中市、豊能町、能勢町、茨木市、吹田市、島本町、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、四條畷市、八尾市、
柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、和泉市、高石市、泉大津市、岸和田市、泉佐野市、
泉南市、熊取町、岬町、高槻市、摂津市、東大阪市、門真市、大東市、貝塚市、千早赤阪村、太子町、忠岡町、阪南市、田尻町

まちづくりと地域の安全・安心を支えるみちづくり（防災・安全）

平成21年度 ～ 平成25年度 （5年間）

 慢性的な交通渋滞の解消となる道路整備などを促進し、災害時においても円滑な救護活動、物流の維持が可能となるように災害に強いまちづくりを図る。また、魅力的な地域資源を有する『まち』の魅力を向上させるために、公共交通の利便性の向上・
利用促進及び安全快適な歩行空間を確保することにより、都市環境の改善を図ると共に、円滑な交通流による道路交通の混雑を解消させ地域間交流の拡大を目指す。

1.0%

・広域緊急交通路及び主要な幹線道路における災害対策を行うことにより、有時における交通ネットワークが形成されるとともに、府民が安全安心に利用できる道路が確保される。

・歩行者等の安全で円滑な通行に支障を及ぼす道路の歩道整備やバリアフリー化の推進、交差点改良等により、安全・安心・快適に移動できる歩行空間が確保されることによって、歩行者の事故件数の削減が見込まれる。

・道路ネットワークの充実と適切な交通誘導を実施するための方策により、慢性的な交通渋滞が緩和されるとともに、都市環境が改善され温室効果ガスの排出量が低減される。

・アクセス利便性向上と”まち”の魅力向上による地域交流が拡大し、大阪の魅力的な”まち”への来街者数の増加が見込まれる。

・道路のボトルネック解消による消防車の活動可能範囲の拡大に伴う消火活動時間短縮による都市機能の強化

・老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安全・安心な交通を確保する。



A 地方道路整備事業

事業 地域 交付 直接 事業 道路 省略 率

種別 種別 団体 間接 主体 種別 工種
（基
本）

H21 H22 H23 H24 H25

21-A1 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 10

21-A2 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 5

21-A3 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 15

21-A4 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 100

21-A5 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.5 20

21-A6 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 137

21-A7 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.50 50

21-A8 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 195

21-A9 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 135

21-A10 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 10

21-A11 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 110

21-A12 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 30

21-A13 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 15

21-A14 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 60

21-A15 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 12

21-A16 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 10

21-A19 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 227

21-A21 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 924

21-A22 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 70

21-A23 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 62

21-A24 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 100

21-A25 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 200

21-A26 道路 一般 大阪府 直接 国道 改築 0.5 327

21-A27 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 150

21-A28 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 160

21-A29 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 204

21-A30 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 150

21-A31 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.5 856

21-A32 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.5 300

21-A33 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 1430

21-A34 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 300

21-A35 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 600

21-A36 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 改築 0.55 396

21-A37 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 325

21-A38 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 100

21-A39 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 100

21-A40 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 855

21-A41 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 248

21-A42 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 952

21-A43 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 830

21-A44 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 1,026

21-A45 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 376

21-A46 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 80

21-A47 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 1,157

21-A49 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 16

21-A50 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 交安 0.55 （２）大塚熊野田線 16

21-A51 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 （２）阪急西側南線 53

21-A52 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 43

交付対象事業

（国）309号・千早工区 法枠工等 0.1㎞ 千早赤阪村

（主）茨木能勢線・能勢工区 法枠工等 0.2㎞ 能勢町

番号 要素事業名
事業内容

市町村名

（国）170号・岸和田工区 法枠工等 0.1㎞ 岸和田市

事業実施期間（年度） 全体事業
費

（百万
備考

（延長・面積等）

（国）423号・豊能工区 法枠工等 0.1㎞ 豊能町

（主）八尾茨木線・宮鳥橋外２橋 橋梁補修 0.75km 茨木市・高槻市・寝屋川市

（主）大阪中央環状線・亀井跨道橋外２橋 橋梁補修 1.0km 八尾市～松原市

（主）大阪臨海線・４号無名橋 橋梁補修 0.1km 泉大津市

（一）東阪三日市線・富田林工区 法枠工等 0.1㎞ 富田林市

（国）170号・天野山第３トンネル トンネル修繕 0.4km 河内長野市

（国）170号・荒川橋外 ３橋 橋梁補修 0.1km 八尾市

（主）堺狭山線・亀ノ甲跨道橋 橋梁補修 0.2km 大阪狭山市

（主）大阪狭山線・天美大橋 橋梁補修 0.1km 松原市

（主）岸和田牛滝山貝塚線・新大路橋 橋梁耐震補強 0.1km 岸和田市

（主）茨木寝屋川線・淀川新橋 橋梁補修 0.7km 高槻市・寝屋川市

（主）枚方交野寝屋川線・新天野川橋 橋梁耐震補強 0.1km 枚方市

（一）富田林五条線・千早大橋 橋梁補修 0.1km 千早赤阪村

（主）堺かつらぎ線・河内長野工区 法枠工等 1㎞ 河内長野市

（一）河内長野かつらぎ線・河内長野工区 法枠工等 1㎞ 河内長野市

（主）岸和田牛滝山貝塚線・貝塚工区 法枠工等 1㎞ 貝塚市

（一）父鬼和気線・春木町～久井町 歩車共存道路整備 L=2.70km 和泉市

（主）豊中亀岡線・箕面工区 法枠工等 4㎞ 箕面市

（主）枚方大和郡山線・交野工区 法枠工等 2㎞ 交野市

（国）168号・交野工区 法枠工等 3㎞ 交野市

（国）310号・河内長野工区 法枠工等 3㎞ 河内長野市

（主）大阪中央環状線・神武跨線橋外10橋 橋梁補修 0.3km 池田市・豊中市・守口市・八尾市・東大阪市

（国）479号・吹田工区 電線共同溝 2.0km 吹田市

（国）168号・浜橋外1橋 橋梁補修 0.1km 枚方市

（国）480号・父鬼工区 法枠工等 1㎞ 和泉市

（国）173号・コケナシ橋外7橋 橋梁補修 0.32km 能勢町

（一）大阪港八尾線・八尾工区 電線共同溝 0.4km 八尾市

（主）大阪高槻京都線登町高架橋 橋梁補修 1.4km 茨木市・高槻市

（主）泉大津美原線・綾園高架橋外1橋 橋梁補修 1.5km 高石市

（国）170号・原高架橋外７橋 橋梁補修 0.2km 寝屋川市～藤井寺市

（国）176号・神田高架橋 橋梁補修 1.05km 池田市

（国）423号・牧 歩道整備 L=0.70km 豊能町

（一）杉田口禁野線・長尾元町 歩道整備 L=0.35km 枚方市

（国）（旧）170号・平野 歩道整備 0.43km 柏原市

（主）大阪生駒線・大東工区その2 法枠工等 大東市

（一）東鳥取南海線・自然田高架橋 橋梁補修 0.4km 阪南市

（国）423号・中川原町 歩道整備 L=1.80km 池田市

3･4･210-16 枚方藤阪線（禁野本町地区） 現道拡幅 L=0.6km 枚方市

（一）曽根服部緑地線〈緑橋〉 橋梁修繕 L=0.016km 豊中市

歩道改良 L=0.19㎞ 豊中市

歩道改良 L=0.80㎞ 豊中市

（一）河内長野美原線・東池尻 自歩道整備 0.20km 大阪狭山市

（一）堺阪南線・助松町～松ノ浜町 歩道整備 3.40km 泉大津市

（一）堺阪南線・堀～西町 歩道整備 0.40㎞ 貝塚市

（１）神崎刀根山線（豊南町南歩道橋） 歩道橋修繕 1橋 豊中市

１．交付対象事業の進捗状況



21-A53 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 125

21-A54 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 交安 0.55 51

21-A55 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 19

21-A56 道路 一般 藤井寺市 直接 市町村道 交安 0.55 398

21-A57 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 15

21-A58 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 13

21-A59 道路 一般 池田市 直接 市町村道 交安 0.55 25

21-A60 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 49

21-A61 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 31.2

21-A62 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 11

21-A63 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 修繕 0.55 440

21-A64 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 交安 0.55 16

21-A65 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 交安 0.55 96

21-A66 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 交安 0.55 19

21-A67 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 交安 0.55 61

21-A68 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 交安 0.55 10

21-A69 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 交安 0.55 27

21-A70 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 （２）阪急西側庄内線 17

21-A71 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 （２）岡町熊野田線 6

21-A72 道路 一般 豊能町 直接 市町村道 修繕 0.55 20

21-A73 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 交安 0.55 9

21-A74 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A75 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 4

21-A76 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A77 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 2

21-A78 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 2

21-A79 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A80 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A81 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A82 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A83 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 5

21-A84 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 13

21-A85 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 交安 0.55 10

21-A86 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A87 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A88 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A89 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A90 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 17

21-A91 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 14

21-A92 道路 一般 守口市 直接 市町村道 修繕 0.55 51

21-A93 道路 一般 守口市 直接 市町村道 修繕 0.55 9

21-A94 道路 一般 守口市 直接 市町村道 修繕 0.55 7

21-A95 道路 一般 守口市 直接 市町村道 交安 0.55 9

21-A96 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A97 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A98 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A99 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A100 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A101 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A102 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A103 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A104 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A105 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

（２）高田町豊川四丁目線(山下橋) 橋梁修繕・耐震補強 L=0.025km 茨木市

（他）藤井寺駅北線 歩道整備 L=0.32km 藤井寺市

（他）樽井馬場幡代鬼木線（幡代橋） 橋梁修繕 L=0.02km 泉南市

（他）新千里北町歩第３１号線外 歩路橋修繕 3橋 豊中市

（他）桜の町第１１号線 歩道設置 L=0.12km 豊中市

（一）東畑住吉線 舗装修繕 L=0.56km 池田市

（一）東畑住吉線 舗装修繕 L=0.18km 池田市

(市)中央線外 舗装修繕 箕面市

（他）清水一丁目鳥羽線(朝日寺橋) 橋梁修繕・耐震補強 L=0.023km 茨木市

（二）神田石橋線 歩道改良 L=0.11km 池田市

（一）伏尾台第1号線 舗装修繕 L=0.59km 池田市

(市)才ケ原線 歩道改良 箕面市

(市)論場線 歩道改良 箕面市

(市)石丸中央線外 歩道改良 箕面市

(市)稲野上野線 歩道改良 箕面市

(市)白島外院線 歩道改良 箕面市

(市)四中学校南線支線 歩道改良 箕面市

（他）安威8号線 路側帯のカラー舗装 L=0.34km 茨木市

（他）南春日丘12号線 路側帯のカラー舗装 L=0.38km 茨木市

（他）南春日丘8号線 路側帯のカラー舗装 L=0.1m 茨木市

歩道改良 L=0.32㎞ 豊中市

歩道改良 L=0.23㎞ 豊中市

吉川中央線外１路線 舗装修繕 L=0.50km W=3.0～6.0m 豊能町

（他）郡家新町45号線 路側帯整備 L=0.21km 高槻市

（他）小川町2号線 路側帯のカラー舗装 L=0.2km 茨木市

（他）東福井12号線 路側帯のカラー舗装 L=0.2km 茨木市

（他）下穂積11号線 路側帯のカラー舗装 L=0.1km 茨木市

（他）天王一丁目沢良宜西二丁目線 路側帯のカラー舗装 L=0.55km 茨木市

（１）北春日丘南線 路側帯のカラー舗装 L=0.4km 茨木市

（他）鮎川4号線 路側帯のカラー舗装 L=0.15km 茨木市

（他）鶴野21号線 舗装修繕 L=0.11km 摂津市

（他）鶴野22号線 舗装修繕 L=0.12km 摂津市

（他）鶴野25号線 舗装修繕 L=0.13km 摂津市

（他）山手台80号線 歩道設置 L=0.03km 茨木市

（他）西河原北町西太田線 歩道設置 L=0.1km 茨木市

（他）郡３号線 歩道設置 L=0.05km 茨木市

八雲２５号線 舗装修繕 L=0.73km 守口市

八雲１７号線外１路線 舗装修繕 L=0.19km 守口市

梶３号線 舗装修繕 L=0.15km 守口市

（他）鶴野26号線 舗装修繕 L=0.13km 摂津市

（他）鳥飼中1号線 舗装修繕 L=0.48km 摂津市

（他）鳥飼上25号線 舗装修繕 L=0.65km 摂津市

通学路安全対策（曙川小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（北山本小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（南山本小学校区） 路面カラー化 八尾市

八雲２号線 歩道設置 L=0.13km 守口市

通学路安全対策（山本小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（桂小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（西山本小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（高安西小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（長池小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（東山本小学校区） 路面カラー化 八尾市

通学路安全対策（刑部小学校区） 路面カラー化 八尾市



21-A106 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 交安 0.55 3

21-A107 道路 一般 柏原市 直接 市町村道 修繕 0.55 90

21-A108 道路 一般 藤井寺市 直接 市町村道 交安 0.55 17

21-A109 道路 一般 富田林市 直接 市町村道 修繕 0.55 35

21-A110 道路 一般 富田林市 直接 市町村道 修繕 0.55 12

21-A111 道路 一般 富田林市 直接 市町村道 修繕 0.55 13

21-A112 道路 一般 富田林市 直接 市町村道 修繕 0.55 30

21-A113 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 交安 0.55 40

21-A114 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 24

21-A115 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 18

21-A116 道路 一般 岸和田市 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A117 道路 一般 岸和田市 直接 市町村道 修繕 0.55 40

21-A118 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 70

21-A119 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 140

21-A120 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 8

21-A121 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 2,343

21-A122 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A123 道路 一般 摂津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A124 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A125 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A126 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A127 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A128 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A129 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A130 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A131 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A132 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A133 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A134 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A135 道路 一般 泉南市 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A136 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 393

21-A137 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 343

21-A138 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 19

21-A139 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 81

21-A140 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 33

21-A141 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 7

21-A142 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 108

21-A143 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 294

21-A144 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 300

21-A145 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 455

21-A146 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 316

21-A147 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 4

21-A148 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 140

21-A149 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 260.0

21-A150 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 24

21-A151 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 36

21-A152 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 235

21-A153 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 66

21-A154 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 10

21-A155 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 11

21-A156 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 950

21-A158 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 125

21-A159 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 24

通学路安全対策（上之島小学校区） 路面カラー化 八尾市

（1）金剛8号線 舗装補修 L=0.5km 富田林市

（2）若松5号線 舗装補修 L=0.34km 富田林市

（1）甲田桜井線 舗装補修 L=0.5km 富田林市

本郷平野線・長瀬川西線・東条青谷線 舗装修繕 柏原市

藤井寺市内通学路グリーンベルト推進事業路側帯カラー化 藤井寺市

（他）若松3号線(新北橋) 橋梁修繕 L=0.17km 富田林市

 （２）貝塚泉光寺線 橋梁修繕  L=0.01km 岸和田市

（1）包近流木線 舗装修繕 L=0.56km 岸和田市

新いずみ台団地内線 舗装修繕  L=2.10km 泉南市

狭山環状線 歩道改良 L=0.40㎞ 大阪狭山市

狭山河内長野線 舗装修繕 L=0.32㎞ 大阪狭山市

金剛泉北線 舗装修繕 L=0.28㎞ 大阪狭山市

（他）鶴野20号線 舗装修繕 L=0.12km 摂津市

（他）鶴野24号線 舗装修繕 L=0.13km 摂津市

新家楠台団地内線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

新家サングリーン団地内線 舗装修繕  L=5.00km 泉南市

砂川奇勝ヶ丘団地内線 舗装修繕  L=0.13km 泉南市

3・3・203-19三国塚口線 現道拡幅 Ｌ＝0.35ｋｍ 豊中市

高野宮線 舗装修繕  L=0.10km 泉南市

新家駅高野別所線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

柴田団地砂川団地内線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

新家東和苑団地内線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

泉南イトーピア団地内線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

上村野口線 舗装修繕  L=0.10km 泉南市

馬場谷口池西線 舗装修繕  L=0.10km 泉南市

桜ケ丘団地内線 舗装修繕  L=0.10km 泉南市

（主）（旧）大阪中央環状線・北桜塚 交差点改良 N=1箇所 豊中市

砂川駅信の池線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

警察団地内線 舗装修繕  L=0.10km 泉南市

男里南海住宅団地内線 舗装修繕  L=0.15km 泉南市

（主）大阪高槻京都線・中穂積2丁目～西駅前町 交差点改良 N=1箇所 茨木市

（主）大阪中央環状線・東奈良3丁目 歩道整備 L=0.20km 茨木市

（一）箕面摂津線・藤白台 歩道整備 L=4.40km 吹田市

（国）423号・江坂町 歩道整備 L=3.60km 吹田市

（国）423号・桃山台 歩道整備 L=0.10km 吹田市

（主）大阪中央環状線・奈良町 交差点改良 N=1箇所 茨木市

（主）八尾枚方線・河内中野 交差点改良 N=1箇所 東大阪市

（主）（旧）大阪中央環状線・小阪 交差点改良 N=1箇所 東大阪市

（主）（旧）大阪中央環状線・下小阪 歩道整備 L=0.20km 東大阪市

（主）大阪高槻線・下田部町～城西町 歩道整備 L=2.00km 高槻市

（主）大阪高槻京都線・末広町 歩道整備 L=1.30km 吹田市

（一）交野久御山線・長尾元町 歩道整備 L=0.12km 枚方市

（主）大阪和泉泉南線・府中町 交差点改良 N=1箇所 和泉市

（一）和泉大宮停車場線・上野町東 歩道整備 L=0.54km 岸和田市

（一）堺阪南線・堺町 歩道整備 L=0.80km 岸和田市

（主）富田林太子線・富田林町 歩道整備 L=0.30km 富田林市

（一）森屋狭山線・半田 歩道整備 L=0.40km 大阪狭山市

（主）堺大和高田線・北岡 歩道整備 L=0.75km 藤井寺市

（一）伏尾台第1号線（長尾橋） 橋梁修繕 L=0.040km 池田市

（主）（旧）大阪中央環状線・東泉丘 歩道整備 L=0.08km 豊中市

（一）深野南寺方大阪線・三ツ島Ⅱ期 歩道整備 L=1.00km 門真市

（国）（旧）170号・下宮町 歩道整備 L=0.10km 和泉市



21-A160 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 46

21-A161 道路 一般 箕面市 直接 市町村道 修繕 0.55 9

21-A162 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 97

21-A163 街路 一般 豊中市 直接 S街路 改築 0.55 696

21-A164 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 交安 0.55 13

21-A165 道路 一般 豊能町 直接 市町村道 修繕 0.55 101

21-A166 街路 一般 高槻市 直接 S街路 改築 0.55 637

21-A167 街路 一般 吹田市 直接 S街路 改築 0.55 1,496

21-A168 道路 一般 吹田市 直接 市町村道 交安 0.55 20

21-A169 街路 一般 寝屋川市 直接 S街路 改築 0.55 3,400

21-A170 道路 一般 寝屋川市 直接 市町村道 交安 0.55 7

21-A171 道路 一般 四條畷市 直接 市町村道 改築 0.55 267

21-A172 街路 一般 八尾市 直接 S街路 改築 0.55 500

21-A173 道路 一般 羽曳野市 直接 市町村道 修繕 0.55 4

21-A174 道路 一般 羽曳野市 直接 市町村道 修繕 0.55 4

21-A175 街路 一般 泉大津市 直接 S街路 改築 0.55 1,950

21-A176 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 改築 0.55 294

21-A177 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 35

21-A178 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 19

21-A179 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 13

21-A180 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A181 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 14

21-A182 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 20

21-A183 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 13

21-A184 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 8

21-A185 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A186 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A187 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A188 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A189 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A190 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 交安 0.55 6

21-A191 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 交安 0.55 8

21-A192 道路 一般 豊中市 直接 市町村道 交安 0.55 10

21-A193 道路 一般 能勢町 直接 市町村道 交安 0.55 207

21-A194 道路 一般 能勢町 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A195 道路 一般 能勢町 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A196 道路 一般 豊能町 直接 市町村道 公安 0.55 2

21-A197 道路 一般 豊能町 直接 市町村道 公安 0.55 19

21-A198 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 改築 0.55 6

21-A199 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A200 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A201 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 公安 0.55 9

21-A202 道路 一般 寝屋川市 直接 市町村道 交安 0.55 2

21-A203 道路 一般 守口市 直接 市町村道 交安 0.55 18

21-A204 道路 一般 門真市 直接 市町村道 交安 0.55 116

21-A205 道路 一般 大東市 直接 市町村道 交安 0.55 170

21-A206 道路 一般 大東市 直接 市町村道 交安 0.55 6

21-A207 道路 一般 四條畷市 直接 市町村道 交安 0.55 9

21-A208 道路 一般 四條畷市 直接 市町村道 交安 0.55 30

21-A209 道路 一般 四條畷市 直接 市町村道 交安 0.55 15

21-A210 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 32

21-A211 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A212 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

（一）伏尾台第1号線（新吉田橋） 橋梁修繕 L=0.0512km 池田市

（他）田村橋通り線(田村橋) 橋梁修繕 L=0.023km 箕面市

（1）吉川中央線（光風台大橋） 橋梁修繕 L=0.091km 豊能町

3･5･207-37 富田芝生線 現道拡幅 L=0.32km 高槻市

3･4･205-19南吹田駅前線 バイパス  L=0.4km 吹田市

（1）神崎刀根山線 舗装修繕 L=1.20㎞ 豊中市

3･4･203-10 神崎刀根山線 現道拡幅 L=2.1㎞ 豊中市

（２）新千里４号線 照明灯設置  ２８基 豊中市

（他）蔀屋清滝線 道路改築 L=1.92㎞ 四條畷市

3･2･212-42 久宝寺線 現道拡幅 L=0.35km 八尾市

（他）西浦68号線(第606号橋) 橋梁修繕 L=0.02km 羽曳野市

垂水豊津線 歩道改良 L=0.27km 吹田市

3･3･215-3 寝屋川駅前線 現道拡幅 L=0.35km 寝屋川市

（他）早子昭栄線 交差点改良 寝屋川市

（１）希望が丘自由が丘線 舗装修繕 L=0.44㎞ 熊取町

（２）小垣内七山線 舗装修繕 L=0.58㎞ 熊取町

（他）山の手南北幹線 舗装修繕 L=0.38㎞ 熊取町

（他）西浦69号線(第607号橋) 橋梁修繕 L=0.02km 羽曳野市

3･3･206-4 南海中央線（森地区） バイパス  L=1.1km 泉大津市

（1）小谷穴釜線 道路改築 L=0.36km 熊取町

（２）永楽線 舗装修繕 L=0.40㎞ 熊取町

（他）山の手台７号線 舗装修繕 L=0.38㎞ 熊取町

（他）山の手台１５号線 舗装修繕 L=0.29㎞ 熊取町

（他）希望が丘２号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（２）五門久保小谷線 舗装修繕 L=0.48㎞ 熊取町

（１）穴釜成合線 舗装修繕 L=0.49㎞ 熊取町

（他）上新田第２７号線外1路線 歩道改良 L=0.08㎞ 豊中市

（他）新千里西町第２４号線 照明灯設置  ６基 豊中市

（他）千里西町外回り線 照明灯設置  ８基 豊中市

（他）新千里２号線 歩道改良 L=0.05㎞ 豊中市

（２）新千里３号線外２路線 歩道改良 L=0.09㎞ 豊中市

（２）新千里５号線外２路線 歩道改良 L=0.05㎞ 豊中市

上田尻嘉村線・能勢高田畑線他 舗装修繕 L=0.50㎞ 能勢町

豊能地内通学路安全対策 安全対策 N=7.0箇所 豊能町

ときわ台20号線外６路線 側溝蓋設置 L=1.70km 豊能町

（他）六中東千成小学校線 歩道設置 L=0.03km 豊中市

平野線 歩道整備 L=0.52km 能勢町

山辺９号線（イシフロ橋）・片山１号線（福井橋） 橋梁修繕 L=0.04㎞ 能勢町

（他）城北町208号線 歩道整備 L=0.08km 高槻市

寝屋川市内通学路安全対策事業 路側帯カラー化 寝屋川市

大日交差点周辺地区八雲４７号線 歩道設置 L=0.15km 守口市

（他）西面柱本線 道路改築 高槻市

（２）岡本郡家本町線 道路修繕 L=0.39km 高槻市

（２）奈佐原南平台線 道路修繕 L=0.30km 高槻市

 （他）米崎町１号線 歩道設置 L=130.0m 四條畷市

 （他）岡山東４丁目１号線 歩道設置 L=90.0m 四條畷市

 （他）岡山東５丁目１号線 歩道設置 L=90.0m 四條畷市

(仮称)新上野口南北６号線 自歩道整備 Ｌ＝0.341㎞ 門真市

北条津の辺線 踏切拡幅・歩道設置 L=0.15km 大東市

市道 野崎駅前線他３路線 路肩カラー化 L=0.52km 大東市

（一）野作向野線（向野橋） 橋梁補修 L=0.154km 河内長野市

（一）かいと大橋 橋梁補修補強設計業務 河内長野市

（一）うじの大橋 橋梁補修補強設計業務 河内長野市



21-A213 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A214 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 9

21-A215 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 9

21-A216 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 4

21-A217 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 7

21-A218 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 6

21-A219 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 6

21-A220 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 6

21-A221 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 7

21-A222 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A223 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A224 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 20

21-A225 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A226 道路 一般 大阪狭山市 直接 市町村道 交安 0.55 10

21-A227 道路 一般 河南町 直接 市町村道 修繕 0.55 40

21-A228 道路 一般 河南町 直接 市町村道 修繕 0.55 70

21-A229 道路 一般 岸和田市 直接 市町村道 修繕 0.55 20

21-A230 道路 一般 岸和田市 直接 市町村道 修繕 0.55 20

21-A231 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A232 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A233 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 11

21-A234 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A235 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A236 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A237 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A238 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A239 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A240 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 13

21-A241 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 13

21-A242 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A243 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A244 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A245 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A246 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A247 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A248 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A249 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A250 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A251 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A252 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A253 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A254 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A255 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A256 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A257 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A258 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A259 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A260 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 2

21-A261 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A262 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 1

21-A263 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 3

21-A264 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 修繕 0.55 4

21-A265 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 交安 0.55 1

（他）片添大橋 橋梁補修補強設計業務 河内長野市

（一）市道サニータウン１号線 舗装修繕 L=0.21km 河内長野市

（他）市道清見台１号線 舗装修繕 L=0.30km 河内長野市

（一）市道貴望ヶ丘小山田線 舗装修繕 L=0.20km 河内長野市

（他）市道片添美加の台線 舗装修繕 L=0.13km 河内長野市

狭山河内長野線（おわり坂歩道橋） 歩道橋修繕 L=0.02km 大阪狭山市

（他）市道柳風台１号線 舗装修繕 L=0.10km 河内長野市

（一）市道楠台１号線 舗装修繕 L=0.10km 河内長野市

（一）市道原町狭山線 舗装修繕 L=0.10km 河内長野市

今熊大野線 舗装修繕 L=0.42km 大阪狭山市

堺河内長野線 歩道改良 L=0.15km 大阪狭山市

大宝地内 舗装修繕 L=20.0km 河南町

狭山東野線（本町橋側道橋） 橋梁修繕 L=0.02km 大阪狭山市

金剛泉北線（洞ヶ淵橋） 橋梁修繕 L=0.02km 大阪狭山市

大野台64号線 舗装修繕 L=0.44km 大阪狭山市

（他）山の手台８号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）山の手台９号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（２）府住１号線 舗装修繕 L=0.19㎞ 熊取町

河南橋山城線 舗装修繕 L=1.34km 河南町

 （２）岸和田駅東停車場線 舗装修繕 L=0.32㎞ 岸和田市

 （２）久米田東西線 舗装修繕 L=0.15㎞ 岸和田市

（他）山の手台３号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）山の手台５号線 舗装修繕 L=0.17㎞ 熊取町

（他）山の手台２５号線 舗装修繕 L=0.20㎞ 熊取町

（他）府住１５号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）府住２３号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）府住２５号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）池の台横断線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）希望が丘２７号線 舗装修繕 L=0.16㎞ 熊取町

（他）自由が丘２８号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（１）小垣内川田七山線 舗装修繕 L=0.45㎞ 熊取町

（他）山の手台１号線 舗装修繕 L=0.38㎞ 熊取町

（他）自由が丘３号線 舗装修繕 L=0.29㎞ 熊取町

（他）希望が丘２１号線 舗装修繕 L=0.15㎞ 熊取町

（他）希望が丘２９号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）希望が丘２３号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）自由が丘２号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）大久保平見線 舗装修繕 L=0.19㎞ 熊取町

（他）希望が丘１４号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）希望が丘１２号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）希望が丘１０号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（１）朝代成合永楽線 舗装修繕 L=0.29㎞ 熊取町

（他）高塚台５号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）東和苑８号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）山の手台４号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）大浦菰池東１号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）山の手台３０号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）南山の手台南２号線 舗装修繕 L=0.11㎞ 熊取町

（他）希望が丘２４号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）久保和田線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）南山の手台北１号線 舗装修繕 L=0.1㎞ 熊取町

（他）朝代地区道路 舗装修繕 L=0.49㎞ 熊取町

（１）五門七山線 路側帯カラー化 L=0.40㎞ 熊取町



21-A266 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A267 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 交安 0.55 2

21-A268 道路 一般 熊取町 直接 市町村道 交安 0.55 1

21-A269 道路 一般 田尻町 直接 市町村道 交安 0.55 16

21-A270 道路 一般 田尻町 直接 市町村道 交安 0.55 2

21-A271 道路 一般 阪南市 直接 市町村道 交安 0.55 4

21-A272 道路 一般 岬町 直接 市町村道 交安 0.55 15

21-A273 道路 一般 岬町 直接 市町村道 交安 0.55 8

21-A276 街路 一般 大阪府 直接 S街路 街路 0.55 16,709

21-A277 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 3,600

21-A278 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 1,747

21-A279 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 1,375

21-A280 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 豊中岸部線 930

21-A281 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 大阪住道線 2,250

21-A282 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 150

21-A283 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 40

21-A284 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 55

21-A285 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 30

21-A286 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 40

21-A287 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 90

21-A288 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 1

21-A289 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 1,293

21-A290 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 580

21-A291 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 2,056

21-A292 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 657

21-A293 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 210

21-A294 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 500

21-A295 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 336

21-A296 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.5 33

21-A297 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 320

21-A298 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 50

21-A299 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 50

21-A300 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 514

21-A301 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 80

21-A302 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 220

21-A303 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 80

21-A304 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 2

21-A305 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 20

21-A306 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 20

21-A307 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 300

21-A308 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 100

21-A309 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 80

21-A310 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 404

21-A311 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 200

21-A312 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 911

21-A313 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 98

21-A314 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 20

21-A315 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 60

21-A316 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 70

21-A317 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 30

21-A318 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 2

21-A319 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 460

21-A320 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 488

（２）小垣内七山線 路側帯カラー化 L=0.70㎞ 熊取町

（１、他）久保高田線 路側帯カラー化 L=0.40㎞ 熊取町

町道新家田尻線１号 踏切拡幅・歩道設置 L=0.01ｋｍ 田尻町

（２）大久保野田七山線 路側帯カラー化 L=0.30㎞ 熊取町

畑線 路肩改修 L=0.05ｋｍ 岬町

3･2･224-4 十三高槻線（正雀地区） バイパス L=1.3km 吹田市、摂津市

3･3･205-6 十三高槻線（寿町地区） バイパス L=0.7km 吹田市

田尻町通学路安全対策事業 路側帯カラー化 田尻町

尾崎黒田南線 歩道設置 L=0.02km 阪南市

岬海岸番川線 路肩改修 L=0.06ｋｍ 岬町

現道拡幅 L=0.5km 大東市

（国）371号・紀見トンネル トンネル修繕 1.5km 河内長野市

（国）170号・高槻工区 沿道環境改善 0.3km 高槻市

3･4･219-8 和泉中央線 現道拡幅＋立体交差 L=0.6km 和泉市

3･4･206-10 松之浜駅前通り線 バイパス L=0.9km 泉大津市

現道拡幅 L=0.3km 吹田市

（国）170号・新大井橋外３橋 橋梁補修 1.47km 寝屋川市～岸和田市

（国）309号・菊水橋 橋梁補修 0.37km 千早赤阪村

（国）173号・水出橋外１４橋 橋梁耐震補強 1.29km 能勢町、池田市

（国）479号・守口工区 沿道環境改善 0.9km 守口市

（主）大阪高槻京都線・茨木工区 沿道環境改善 0.5km 高槻市～茨木市

（主）枚方交野寝屋川線・枚方工区 沿道環境改善 0.6km 枚方市

（国）309号・藤陽北跨道橋外７橋 橋梁耐震補強 0.5km 松原市～千早赤阪村

（国）371号・西条大橋外６橋 橋梁耐震補強 0.6km 河内長野市

（主）美原太子線・平成橋外２橋 橋梁耐震補強 0.43km 富田林市～太子町

（主）大阪臨海線・大津川大橋外１橋 橋梁耐震補強 0.17km 泉大津市

（主）大阪高槻京都線・登町高架橋外１０橋 橋梁耐震補強 1.41km 高槻市、茨木市

（国）170号・東福橋外１８橋 橋梁耐震補強 2.5km 藤井寺市～岸和田市

（国）477号・東ときわ台 交差点改良 N=1箇所 豊能町

（主）（旧）大阪中央環状線・赤阪 交差点改良 N=1箇所 豊中市

（主）（旧）大阪中央環状線・熊野町 交差点改良 N=1箇所 豊中市

（国）481号・京上橋外２橋 橋梁耐震補強 0.05km 泉佐野市

（主）泉佐野岩出線・田尻スカイブリッジ 橋梁耐震補強 0.57km 田尻町

（国）477号・吉川 歩道整備 L=0.07km 豊能町

（主）大阪中央環状線・沢良宜浜西4丁目 交差点改良 N=1箇所 茨木市

（一）西京高槻線・天神町 歩道整備 L=0.30km 高槻市

（一）吹田箕面線・千里山西～竹見台 歩道整備 L=3.00km 吹田市

（一）桜井停車場線・桜井 歩道整備 L=0.05km 箕面市

（一）能勢猪名川・稲地 歩道整備 L=0.80km 能勢町

（主）大阪高槻京都線・鶴野2丁目～4丁目 交差点改良 N=1箇所 摂津市

（一）萩谷西五百住線・大畑町 交差点改良 N=1箇所 高槻市

（一）箕面摂津線・山田北 歩道整備 L=0.26km 吹田市

（一）豊中摂津線・佐竹台 歩道整備 L=3.60km 吹田市

（主）大阪高槻京都線・畑田町 歩道整備 L=2.30km 茨木市

（一）茨木摂津線・忍頂寺 歩道整備 L=0.20km 茨木市

（一）摂津富田停車場線・大畑町 歩道整備 L=0.56km 高槻市

（国）479号・吹田 歩道整備 L=0.50km 吹田市

（主）茨木摂津線・千里丘 交差点改良 N=1箇所 摂津市

（国）（旧）170号・寺川 歩道整備 L=0.12km 大東市

（一）南千里茨木停車場線・高野台 歩道整備 L=0.40km 吹田市

（国）479号・江坂町 歩道整備 L=1.20km 吹田市

（一）忍頂寺福井線・東福井3丁目 交差点改良 N=1箇所 茨木市

（主）八尾枚方線・香里本通町 歩道整備 L=0.42km 寝屋川市



21-A321 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 318

21-A322 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 1,300

21-A323 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 800

21-A324 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 95

21-A325 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 902

21-A326 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 1

21-A327 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 100

21-A328 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 30

21-A329 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 21

21-A330 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 50

21-A331 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 32

21-A332 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 140

21-A333 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 115

21-A334 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 141

21-A335 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 30

21-A336 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 100

21-A337 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 30

21-A338 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 3

21-A339 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 2

21-A340 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 40

21-A341 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 20

21-A342 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 250

21-A343 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 1,787

21-A344 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 1,272

21-A345 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 70

（一）枚方茨木線・宮之阪Ⅱ期 歩道整備 L=0.62km 枚方市

（一）枚方茨木線・宮之阪Ⅲ期 歩道整備 L=1.00km 枚方市

（一）深野南寺方大阪線・三ツ島～桑才Ⅰ期 歩道整備 L=1.00km 門真市

（一）木屋交野線・香里本通町 歩道整備 L=0.55km 寝屋川市

（一）枚方茨木線・宮之阪Ⅰ期 歩道整備 L=0.62km 枚方市

（一）枚方高槻線・招提大谷 交差点改良 N=1箇所 枚方市

（主）八尾枚方線・昭栄町 交差点改良 N=1箇所 寝屋川市

（主）八尾枚方線・菱屋東 歩道整備 L=0.12km 東大阪市

（国）307号・中宮大池 交差点改良 N=1箇所 枚方市

（国）（旧）170号・北条 歩道整備 L=0.10km 大東市

（国）479号・京阪本通 交差点改良 N=1箇所 守口市

（主）大阪東大阪線・俊徳町 交差点改良 N=1箇所 東大阪市

（主）八尾枚方線・箕輪 歩道整備 L=0.60km 東大阪市

（主）大阪港八尾線・山本新町 歩道整備 L=0.15km 八尾市

（主）八尾茨木線・曙川東 歩道整備 L=0.10km 八尾市

（主）柏原駒ケ谷千早赤阪線・旭ヶ丘 歩道整備 L=0.20km 柏原市

（一）大阪八尾線・寿町 交差点改良 N=1箇所 東大阪市

（主）大阪港八尾線・八尾 歩道整備 L=0.45km 八尾市

（国）（旧）170号・甲田 交差点改良 N=1箇所 富田林市

（国）（旧）170号・道明寺 交差点改良 N=1箇所 藤井寺市

（主）大阪中央環状線・七軒家 交差点改良 N=1箇所 東大阪市

（主）大阪中央環状線・西鴻池町 交差点改良 N=1箇所 東大阪市

（主）大阪枚岡奈良線・東大阪 歩道整備 L=1.00km 東大阪市

（主）堺大和高田線・道明寺 交差点改良 N=1箇所 藤井寺市

（国）（旧）371号・本町 交差点改良 N=1箇所 河内長野市



21-A346 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 108

21-A347 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 250

21-A348 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 130

21-A349 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 11

21-A350 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 2

21-A351 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 30

21-A352 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 80

21-A353 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 5

21-A354 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 320

21-A355 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 14

21-A356 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 500

21-A357 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 14

21-A358 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 25

21-A359 道路 一般 大阪府 直接 国道 改築 0.55 50

21-A360 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 改築 0.55 50

21-A361 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 改築 0.55 45

21-A362 道路 一般 大阪府 直接 国道 交安 0.55 90

21-A363 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 40

21-A364 街路 一般 大阪府 直接 S街路 改築 0.55 1,072

21-A366 道路 一般 河内長野市 直接 市町村道 修繕 0.55 16

21-A367 道路 一般 豊能町 直接 市町村道 修繕 0.55 5

21-A368 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 改築 0.55 5,227

21-A370 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 45

21-A371 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 12

21-A372 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 48

21-A373 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 337

21-A374 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 9

21-A375 道路 一般 池田市 直接 市町村道 修繕 0.55 19

21-A376 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 公安 0.55 幹線通学路安全対策事業(西大冠小校区ほか３校区）路側帯カラー化 Ｌ＝1.6km 12

21-A377 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 35

21-A378 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 26

21-A379 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 4

21-A380 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 3.6

21-A381 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 0.55 52

21-A382 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A383 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 7

21-A384 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 16

21-A385 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 19

21-A386 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 7

21-A387 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 23

21-A388 道路 一般 八尾市 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A389 道路 一般 岸和田市 直接 市町村道 公安 0.55 5

21-A390 道路 一般 泉佐野市 直接 市町村道 修繕 0.55 10

21-A391 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 100

21-A694 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 改築 0.55 2,550

21-A695 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 改築 0.55 2,914

21-A782 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 交安 0.55 3,200

合計 95,625

（国）170号・古室 交差点改良 N=1箇所 藤井寺市

（一）富田林狭山線・五軒家 歩道整備 L=0.37km 富田林市

（主）堺大和高田線・国府 歩道整備 L=0.26km 藤井寺市

（一）西藤井寺線・春日丘団地 歩道整備 L=0.40km 藤井寺市

（主）富田林泉大津線・戎町 交差点改良 N=1箇所 泉大津市

（国）170号・国府 交差点改良 N=1箇所 和泉市

（主）大阪和泉泉南線・西大路町 歩道整備 L=0.07km 岸和田市

（主）大阪狭山線・狭山 歩道整備 L=0.18km 大阪狭山市

（一）郡戸大堀線・大堀 交差点改良 N=1箇所 松原市

（主）大阪和泉泉南線・府中町１ 歩道整備 L=0.06km 和泉市

（国）479号・吹田 電線共同溝整備 L=0.50km 吹田市

（主）大阪枚岡奈良線・東大阪 電線共同溝整備 L=1.00km 東大阪市

（主）大阪港八尾線・八尾 電線共同溝整備 L=0.45km 八尾市

（主）岸和田港塔原線・野田町 歩道整備 L=0.40km 岸和田市

（主）岸和田港塔原線・真上町 歩道整備 L=0.03km 岸和田市

（主）岸和田牛滝山貝塚線・内畑町 歩道整備 L=0.15km 岸和田市

（他）市道グリーンヒルズ１０号線 舗装修繕  Ｌ=0.30ｋｍ 河内長野市

光風台環状線 舗装修繕  Ｌ=0.20ｋｍ 豊能町

（主）大阪中央環状線・鳥飼大橋 橋梁拡幅 L=0.95km 守口市、摂津市

（国）166号・飛鳥 歩道整備 L=0.04km 羽曳野市

（一）和泉砂川停車場線・信達牧野 歩道整備 L=0.52km 泉南市

9･7･203-1 大阪モノレール 耐震対策 L=24.3km 豊中市外

（主）大阪高槻京都線玉島橋外3橋 橋梁耐震補強 0.3km 茨木市・高槻市

（二）細河第2号線（千代橋） 橋梁修繕 L=0.0205km 池田市

（他）細河第11号線（吉田橋） 橋梁修繕 L=0.0381km 池田市

（主）八尾茨木線・岩田町 自転車道整備 L＝0.8㎞ 東大阪市

（一）八尾道明寺線・若草町 歩道整備 L＝0.1㎞ 八尾市

（主）豊中亀岡線･北緑丘 自転車道整備 L＝0.75㎞ 豊中市、箕面市

（他）沢良宜浜三丁目島四丁目線（第一浜島橋） 橋梁修繕  L=0.015km 茨木市

（他）横江１号線（第二浜島橋） 橋梁修繕  L=0.016km 茨木市

（１）田中町西河原線（西河原新橋） 橋梁修繕 L=0.080km 茨木市

高槻市

（他）東安威1号線（是推橋） 橋梁修繕・耐震補強 L=0.068km 茨木市

（他）五日市３号線（巡礼橋１号） 橋梁修繕・耐震補強 L=0.047km 茨木市

（他）竜華第293号線（新亀井橋） 橋梁修繕 L=0.027km 八尾市

（他）竜華第45線（竹渕1号橋） 橋梁修繕 L=0.002km 八尾市

（他）八尾第238号線（電光橋） 橋梁修繕 L=0.008km 八尾市

（他）上之島大竹線（山本1号橋） 橋梁修繕 L=0.003km 八尾市

（他）大正第157線（若栄橋） 橋梁修繕 L=0.010km 八尾市

（他）木の本田井中線（小澤橋） 橋梁修繕 L=0.007km 八尾市

（主）堺かつらぎ線・河内長野工区 法枠工等 1㎞ 和泉市

（一）大野天野線・小山田工区 バイパス L=0.5km 河内長野市

（主）春木岸和田線・1工区 バイパス L=2.1km 岸和田市

（他）若林沼線（大正1号橋） 橋梁修繕 L=0.003km 八尾市

通学路安全対策事業 路側帯カラー化 L＝0.4km 岸和田市

（一）東上土丸線 橋梁補修 L=0.02km 泉佐野市

（一）大阪枚岡奈良線 自歩道整備 L=0.9km 東大阪市



B 関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業 率

種別 種別 団体 間接 主体
（基
本）

H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号

C 効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業 率

種別 種別 団体 間接 主体
（基
本）

H21 H22 H23 H24 H25

21-C1 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 0.50 40

21-C2 道路 一般 大阪府 直接 都道府県道 修繕 0.55 70

21-C3 計画・調査 一般 茨木市 直接 0.55 34

21-C4 計画・調査 一般 高槻市 直接 0.55 23

21-C5 計画・調査 一般 池田市 直接 0.55 1.5

21-C6 計画・調査 一般 池田市 直接 0.55 4.0

21-C7 計画・調査 一般 箕面市 直接 0.55 10

21-C8 計画・調査 一般 箕面市 直接 0.55 45

21-C9 計画・調査 一般 豊中市 直接 0.55 4

21-C10 計画・調査 一般 豊中市 直接 0.55 26

21-C11 計画・調査 一般 豊中市 直接 0.55 15

21-C12 計画・調査 一般 茨木市 直接 0.55 7

21-C13 計画・調査 一般 茨木市 直接 0.55 34

21-C14 計画・調査 一般 摂津市 直接 0.55 2

21-C15 計画・調査 一般 摂津市 直接 0.55 5

21-C16 計画・調査 一般 摂津市 直接 0.55 4

21-C17 計画・調査 一般 寝屋川市 直接 0.55 3

21-C18 計画・調査 一般 門真市 直接 0.55 3

21-C19 計画・調査 一般 交野市 直接 0.55 15

21-C20 計画・調査 一般 八尾市 直接 0.55 3

21-C21 計画・調査 一般 柏原市 直接 0.55 20

21-C22 計画・調査 一般 柏原市 直接 0.55 20

21-C23 計画・調査 一般 柏原市 直接 0.55 35

21-C24 計画・調査 一般 松原市 直接 0.55 20

21-C25 計画・調査 一般 藤井寺市 直接 0.55 7

21-C26 計画・調査 一般 富田林市 直接 0.55 2

21-C27 計画・調査 一般 河内長野市 直接 0.55 6

21-C28 計画・調査 一般 大阪狭山市 直接 0.55 3

21-C29 計画・調査 一般 大阪狭山市 直接 0.55 12

21-C30 計画・調査 一般 太子町 直接 0.55 1

21-C31 計画・調査 一般 太子町 直接 0.55 4

21-C32 計画・調査 一般 太子町 直接 0.55 2

21-C33 計画・調査 一般 河南町 直接 0.55 4

21-C34 計画・調査 一般 泉南市 直接 0.55 1

21-C35 計画・調査 一般 泉南市 直接 0.55 8

21-C36 計画・調査 一般 阪南市 直接 0.55 6

21-C37 計画・調査 一般 阪南市 直接 0.55 9

21-C38 計画・調査 一般 岬町 直接 0.55 5

21-C39 計画・調査 一般 寝屋川市 直接 0.55  25

21-C40 計画・調査 一般 柏原市 直接 0.55 14

21-C41 計画・調査 一般 熊取町 直接 0.55 20

21-C42 計画・調査 一般 羽曳野市 直接 0.55 6

備考
工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

番号
省略

要素事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業

費
（百万

備考
工種 （延長・面積等）

（国）170号外 橋梁点検 豊能町～岬町

（主）大阪中央環状線外 橋梁点検 豊能町～岬町

計画策定 茨木市内道路橋修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定  411橋 茨木市

番号
省略

要素事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業

費
（百万

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査 箕面市

調査・検討 道路付属物点検 市内道路照明柱の点検調査・計画策定 3300箇所 箕面市

点検調査 豊中市内幹線道路路面性状調査事業 市内道路標識柱の点検調査 300箇所 豊中市

計画策定 高槻市道路橋修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定  119橋 高槻市

調査 路面性状調査 路面性状調査 池田市

調査 橋梁定期点検 橋梁定期点検 池田市

点検調査 茨木市道路付属物点検計画策定業務 標識柱・道路灯の点検 茨木市

点検調査 路面性状調査 舗装路面性状調査 摂津市

点検調査 摂津市路面性状調査 摂津市内の舗装路面性状調査 摂津市

点検調査 豊中市内道路照明柱点検調査・計画策定事業 市内道路照明柱の点検調査・計画策定 7900箇所 豊中市

点検調査 豊中市内道路標識柱点検調査事業 市内道路標識柱の点検調査 1500箇所 豊中市

点検調査 茨木市路面性状調査 主要市道の路面性状調査 L=146.8km 茨木市

計画策定 路面性状調査 市道及び市管理道路の路面性状調査 交野市

調査 路面性状調査 路面性状調査 八尾市

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査等 柏原市

点検調査 摂津市道路照明灯点検業務 摂津市の管理する照明灯の点検 摂津市

点検調査 路面性状調査 路面性状調査 寝屋川市

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査 L=13.5km 門真市

計画策定 藤井寺市内道路橋修繕計画策定事業橋梁長寿命化修繕計画の策定 19橋藤井寺市

調査・検討 路面性状調査事業 路面性状調査 富田林市

調査・検討 トンネル点検事業 トンネル点検 4箇所 L=840ｍ 河内長野市

調査・検討 路面陥没危険箇所調査 路面陥没危険箇所調査等 柏原市

調査・検討 道路付属物の点検 道路付属物等（道路標識・道路照明施設・横断歩道橋）の点検等 柏原市

点検調査 松原市道路付属物点検業務 歩専橋及び道路照明施設の点検調査 松原市

調査・検討 舗装長寿命化修繕計画策定事業 舗装長寿命化修繕計画策定 太子町

調査・検討 トンネル照明灯点検 トンネル照明灯点検 太子町

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査 河南町

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査 L=3.6km 大阪狭山市

調査・検討 大阪狭山市内路面性状調査 路面性状調査  L=170km 大阪狭山市

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査 太子町

計画策定 道路舗装の維持管理計画策定 舗装修繕計画の策定 阪南市

計画策定 岬町舗装修繕計画策定業務 舗装修繕計画の策定 岬町

計画策定 寝屋川市内道路橋修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定 259橋 寝屋川市

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査  L=7.23km 泉南市

調査・検討 道路舗装の維持管理計画策定 舗装修繕計画策定 泉南市

計画策定 阪南市内道路橋修繕計画策定業務 橋梁長寿命化修繕計画の策定 阪南市

計画策定 柏原市内道路橋修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定 132橋 柏原市

計画策定 熊取町内道路橋修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定 38橋 熊取町

計画策定 羽曳野市内道路橋修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定 56橋 羽曳野市



21-C43 計画・調査 一般 能勢町 直接 0.55  1

21-C44 街路 一般 寝屋川市 直接 0.55  50

21-C45 計画・調査 一般 岸和田市 直接 0.55  6

21-C46 道路 一般 大阪府 直接 0.55 80

21-C47 計画・調査 一般 吹田市 直接 0.55 100

21-C48 計画・調査 一般 池田市 直接 0.55 16

21-C49 計画・調査 一般 池田市 直接 0.55 5

21-C50 計画・調査 一般 池田市 直接 0.55 27

21-C51 計画・調査 一般 池田市 直接 0.55 6

21-C52 計画・調査 一般 箕面市 直接 0.55 10

21-C53 計画・調査 一般 箕面市 直接 0.55 14

21-C54 計画・調査 一般 茨木市 直接 0.55 6

21-C55 調査・検討 一般 岸和田市 直接 0.55 10

21-C56 計画・調査 一般 泉佐野市 直接 0.55 3

21-C57 道路 一般 大阪府 直接 0.5 2

21-C58 道路 一般 大阪府 直接 0.55 8

合計 921

番号

21-C1

21-C2

21-C3

21-C4

21-C5

21-C6

21-C7

21-C8

21-C9

21-C10

21-C11

21-C12

21-C13

21-C14

21-C15

21-C16

21-C17

21-C18

21-C19

21-C20

21-C21

21-C22

21-C23

21-C24

21-C25

21-C26

21-C27

21-C28

21-C29

21-C30

21-C31

21-C32

21-C33

21-C34

21-C35

点検調査 道路ストック総点検 擁壁・舗装等の点検 能勢町

道路修景 道路景観施設整備 歩道舗装（0.35km) 寝屋川市

調査 路面性状調査 路面性状調査 岸和田市

点検調査 橋梁・横断歩道橋点検・橋梁長寿命化修繕計画策定事業 橋梁・横断歩道橋点検・橋梁長寿命化修繕計画策定 池田市

点検調査 路面性状調査・舗装修繕計画策定事業 路面性状調査・舗装修繕計画策定 池田市

点検調査 道路附属物点検事業 道路附属物点検 池田市

計画策定 大阪モノレール長寿命化修繕計画策定事業 橋梁長寿命化修繕計画の策定 豊中市外

点検調査 道路ストック総点検 舗装及び道路付属物等の点検 吹田市

道路の路面性状調査を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

修繕 （国）423号外

調査・検討 橋梁ストック点検 橋梁の点検 箕面市

点検調査 茨木市道路構造物点検計画策定業務 道路構造物の点検および基本計画策定 茨木市

点検調査 地下道点検事業 地下道点検 池田市

調査・検討 法面・土工ストック点検 法面・土工の点検 箕面市

調査・検討 道路ストックの総点検 道路付属物の点検 岸和田市

調査・検討 路面性状調査 路面性状調査等 泉佐野市

一体的に実施することにより期待される効果

橋梁点検を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

橋梁点検を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

舗装路面のひび割れ・わだち等を調査し、舗装修繕事業を行い、安心安全な道路交通を図る。

橋梁点検を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

路面陥没対策 管内一円

修繕 （主）大阪中央環状線外 路面陥没対策 管内一円

舗装修繕計画を策定し、計画的な舗装修繕事業を実施することで、安心安全な道路利用を図る。

トンネル照明灯の点検を実施し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を実施することによって、計画的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

舗装路面のひび割れ・わだち等を調査し、舗装修繕事業を行い、安心安全な道路交通を図る。

路面性状調査を実施することによって、計画的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

道路の路面性状を調査して実態を把握し、効果的な補修を行い舗装の老朽化対策を推進することにより、道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

市道及び市管理道路の路面性状を調査し、計画的な舗装補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を実施することによって、計画的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を行うことにより、路面の状態を把握することができ、計画的な道路補修を行い、道路利用者の安心安全な道路利用を図る。

路面陥没危険箇所調査を行うことにより、陥没危険箇所を把握することができ、計画的な補修を行い、道路利用者の安心安全な道路利用を図る。

道路付属物等（道路標識・道路照明施設・横断歩道橋）の点検を行うことにより、道路付属物等の状態を把握することができ、計画的な補修を行い、道路利用者の安心安全な道路利用を図る。

歩専橋及び道路照明施設の点検調査を行うことにより、計画的な補修を行い、道路利用者の安心安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

道路標識及び道路照明施設の点検を行を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を実施することによって計画的、合理的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

道路付属物点検計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を実施することによって、計画的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

摂津市内の道路の路面性状調査により計画的な舗装修繕事業を実施することで、安心安全な道路交通を図る。

摂津市が管理する照明灯の点検により計画的な修繕を行い、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を実施することによって、計画的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を実施することによって、計画的な路面補修を行い、安心安全な道路利用を図る。

道路標識の点検調査を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

舗装路面のひび割れ、わだち等の調査により舗装修繕事業を行い、安心安全な道路交通を図る。

舗装路面のひび割れ・わだち等を調査し、舗装修繕事業を行い、安心安全な道路交通を図る。

トンネル点検を実施し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

当該路線において舗装が劣化してきており、安全性確保のため舗装の修繕を実施するにあたり、路面状態の把握する。

市道の路面状態を把握し、計画的な補修を行うことにより、安全な道路利用を図る。

路面性状調査を行い舗装修繕計画を策定し、計画的な舗装修繕事業を実施することで、安心安全な道路利用を図る。
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橋梁の長寿命化点検に加え、道路橋梁のストック点検を行うことにより、道路利用者の信頼性の向上させるとともに、第三者被害の発生を防止し、安心安全な道路利用を図る。

道路構造物の点検調査・基本計画策定を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

道路付属物の点検調査を行うことにより、計画的な補修を行い、道路利用者の安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を行い舗装修繕計画を策定し、計画的な舗装修繕事業を実施することで、安心安全な道路利用を図る。

路面陥没危険箇所を調査し、計画的な補修を行うことにより、安心安全な道路利用を図る。

路面陥没危険箇所を調査し、計画的な補修を行うことにより、安心安全な道路利用を図る。

都市計画道路寝屋川駅前線は、市の玄関口におけるシンボル的な道路であり、植栽や景観に配慮した整備を行うことで歩行者空間の快適性の確保及び活性化が図られる。

舗装路面のひび割れ・わだち等を調査し、舗装修繕事業を行い、安心安全な道路交通を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

舗装及び道路付属物等（道路標識・道路照明施設等）の点検調査を行うことにより、計画的な補修を行い、道路利用者の安心安全な道路利用を図る。

橋梁・横断歩道橋の点検を行い、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

舗装路面のひび割れ・わだち等を調査し、計画的な舗装補修を行うことにより、安心安全な道路交通を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

擁壁・舗装等の点検調査を実施し、計画的な補修を行うことにより、安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を行い舗装修繕計画を策定し、計画的な舗装修繕事業を実施することで、安心安全な道路利用を図る。

路面性状調査を行い舗装修繕計画を策定し、計画的な舗装修繕事業を実施することで、安心安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な補修を行うことにより道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

道路附属物を点検調査し、計画的な補修を実施することにより、道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

地下道を点検調査し、計画的な補修を実施することにより、道路利用者の信頼性を向上させ、安心安全な道路利用を図る。

道路法面（擁壁）の点検を行うことにより、道路利用者の信頼性の向上させるとともに、第三者被害の発生を防止し、安心安全な道路利用を図る。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・新たな道路・街路の供用開始、橋梁の耐震化や防災・減災対策、老朽化対策の推進等により、安全・安心・快適に利用できる道路が整備されている。

・歩道整備やバリアフリー化、通学路対策等の推進により、安全・安心な歩行空間が整備され、歩行者事故数が削減されている。

Ⅰ定量的指標に関連する ・大型車の通行に整備が望ましい路線の整備により、温室効果ガスの排出量が低減されている。

   交付対象事業の効果の発現状況 ・歩道整備等によるアクセス利便性向上や、景観舗装等による"まち"の魅力向上により、"まち"への来街者が増加し地域交流が拡大されている。

・これまで狭隘であった道路の拡幅整備により消防活動時間が短縮し、これまで消防活動が十分に行うことができず不安な日々を送っていた懸念が解消されている。

・橋梁長寿命化計画の策定により、定期点検及び予防的な修繕を着実に進め、コストの縮減を図りつつ、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することが可能となった。

最終目標値 290,000台

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 330,000台

最終目標値 90%

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 86%

最終目標値 140,000t

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 101,000t

最終目標値 110%

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 120%

最終目標値 10%

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 29%

最終目標値 10%

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 19%

最終目標値 100%

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 98%

指標④魅力的な地
域資源を有する
“まち”の来街者
の増加率

目標値達成

指標⑤道路のバリ
アフリー化による
コミュニティバス
利用者の乗降客数
増加率

指標①有事におい
ては、また、日常
においては快適に
道路を利用できる
車の台数

指標②歩行者の事
故件数の削減

指標③交通渋滞の
緩和による温室効
果ガス排出量の減
少

一部事業で用地買収に時間を要したこともあり、目標値と差が生じた。

目標値達成

目標値達成

指標⑥道路のボト
ルネック解消によ
る消防活動時間の
短縮

目標値達成

指標⑦府内41市町
村の橋梁長寿命化
計画の策定率を
100％とする

概ね目標値を達成。1団体のみH26年度計画策定。

目標値達成


