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中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：教育委員会 施設課  

事 業 名 小中学校一貫校化事業（さつき野） Ｈ22 予算額    308,133 千円 

現在までの進捗状況 

平成２０年度  さつき野小学校・中学校連絡橋整備基本計画業務完了 

平成２１年１月 基本計画業務完了 

平成２２年３月 さつき野小中学校一貫校化事業にかかる連絡橋等の実施設計業務完了 

平成２２年７月 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事契約 

          契約相手方：大日本土木㈱  契約金額：133,035,000 円 

      ７月 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修工事設計業務契約 

          契約相手方：㈱Ｓ－プラン  契約金額：8,704,500 円 

      ８月 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事に伴う電気設備工事契約 

          契約相手方：㈲サカイ電設  契約金額：14,487,900 円 

 

今後の計画 

平成２３年２月 さつき野小学校さつき野中学校校舎内部改修設計業務完了予定 

平成２３年３月 さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了予定 

平成２３年度  さつき野小学校校舎内部改修工事予定 

平成２４年度  さつき野中学校校舎内部改修工事予定 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先 
 

℡（   ） 



  

 

中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：公園緑地整備課 

事 業 名 舟渡池公園活性化事業 Ｈ22 予算額    90,000 千円 

現在までの進捗状況 

 

平成 18 年度   基本設計完了 

平成 19 年度   実施設計完了 

平成 20 年度   第一期工事完了（園路、八ツ橋の改修、照明灯の設置、汚水管の整備など） 

平成 21 年度   第二期工事完了（便所、芝生広場、健康遊具・大型遊具の設置など） 

      

今後の計画 

 

・平成 22 年度   第三期工事（平成 2３年３月完了予定） 

           （浮き桟橋の設置、バーベキュー広場の拡張、駐車場の増設など） 

 

資料の有無 有（   １ 枚）     無 担当者・連絡先 
 



  

 

中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：道路整備課 

事 業 名 
【新拠点中心核整備事業】シンボルロード、プロムナード整

備事業 
Ｈ22予算額    71,100千円 

現在までの進捗状況 

美原新拠点における安全で快適な歩行空間の整備として、シンボルロード（黒山 12 号線）、プロムナ

ード（黒山幹線）における歩道整備を行っていく。 

 シンボルロード（黒山 12 号線）においては、美原区役所北側（国道 309号と黒山南北線との区間）を

重点的に整備すべく、関係地権者への協力要請、道路法線の検討を進めながら、平成 17年度及び平成 18

年度には、一部区役所北側駐車場側の歩道整備を行い、平成 19年度には美原図書館駐車場北側の整備を

行い、平成 20 年度には区役所北側において一部用地買収を行った。 

 また、プロムナード（黒山幹線）については、平成 17年度に北余部黒山 1号線との交差点付近、平成

18 年度は美原図書館駐車場西側において歩道整備を行った。平成 20･21 年度は、国道 309 号との交差点

北側部分での交差点拡幅改良事業用地確保に向け、2筆 112 ㎡の用地買収を行った。 

今後の計画 

今後、当面の間、シンボルロード（黒山 12号線）においては、美原区役所別館北側、国道 309号と黒

山南北線との区間の拡幅整備を順次進めるため、関係地権者の協力を得ながら、用地測量等を実施し、

用地確保及び整備工事を進めていきたい。尚、22年度に別館北側用地買戻しを行う。 

 また、プロムナード（黒山幹線）においても、用地確保のため地権者及び美原新拠点黒山まちづくり

協議会との調整等を図っていきたい。 

 

資料の有無 有（    １枚）     無 担当者・連絡先 
） 



  

中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：教育委員会 施設課  

事 業 名 美原中学校校舎改築事業 Ｈ22 予算額    336,577 千円 

現在までの進捗状況 

平成２１年９月  美原中学校校舎改築外工事契約（第１期分） 

          契約相手方：創建・伯井商店建設工事共同企業体  契約金額：351,435,000 円 

平成２１年度   校舎解体にかかる設計業務完了（第２期分） 

平成２２年７月  美原中学校北校舎改築外工事設計業務契約（第３期分） 

           契約相手方：㈱双星設計  契約金額：11,556,300円 

今後の計画 

平成２３年１月  美原中学校校舎改築外工事完了（第１期分） 

平成２３年３月  美原中学校北校舎改築外工事設計業務完了（第３期分） 

平成２３年度   校舎解体工事予定（第２期分） 

校舎解体にかかる設計予定（第４期分） 

平成２３年度～２４年度  校舎改築事業・運動場夜間照明建設工事予定（第３期分） 

平成２４年度   既設校舎改修、プール新築にかかる設計予定（第５期分） 

平成２５年度   校舎解体工事予定（第４期分） 

平成２５年度～２６年度  既設校舎改修、プール新築工事予定（第５期分） 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先 
 

℡（   ） 

 



  

中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：教育委員会 施設課  

事 業 名 美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業 H22予算額    275,765千円 

現在までの進捗状況 

平成２１年度   体育館大規模改造外工事契約完了 

         体育館大規模改造外電気設備工事完了 

校舎大規模改造事業にかかる設計業務完了 

平成２２年６月  美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事契約 

           契約相手方：中正建設㈱  契約金額：109,831,050円 

         美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事に伴う給排水衛生設備工事契約 

           契約相手方：㈱佐藤水道工業所  契約金額：48,471,150円 

         美原西小学校校舎・プール大規模改造外工事に伴う電気設備工事契約 

            契約相手方：山下電気工事  契約金額：38,724,000円 

今後の計画 

平成２３年２月  校舎・プール大規模改造外工事完了（普通教室、特別教室、外壁及びプール改修等） 

平成２３年度   校舎大規模改造工事（第２期分）実施予定 

（普通教室、管理諸室、外壁改修及び耐震補強、ＥＶ設置） 

平成２４年度   校舎大規模改造工事（第３期分）実施予定 

（普通教室、特別教室、外壁改修等） 

平成２５年度   校舎大規模改造工事（第４期分）実施予定 

（更衣室、シャワー室、多目的室改修等） 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先 
 

℡（   ） 

 



  

中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：美原新拠点整備室 

事 業 名 美原複合シビック施設整備事業 H22 予算額  1,402,722 千円 

現在までの進捗状況 

・美原複合シビック施設 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成 

・国道 309 号歩道拡幅及び電線共同溝設置 平成 21 年 8 月 31 日 工事完成 

 

平成 22 年度の計画 

・美原中央公民館解体工事 （平成 22 年１月～平成 22 年 9 月 24 日工事完成）  

 契約相手方：三宝建設(株) 契約金額：178,435,950 円 

・市民駐車場等の整備（平成 22 年 10 月～平成 23 年 6 月完成予定） 

 【駐車台数】立体駐車場 138 台（2 層 3 段）、平面駐車場 12 台、車椅子駐車場 4 台 計 154 台 

【駐輪場】自転車 203 台、オートバイ 28 台 計 231 台 

 契約相手方：㈱山口工務店 契約金額：267,540,000 円（建築工事） 

・旧美原区役所別館改修工事（平成 22 年 6 月～平成 23 年 2 月完成予定） 

（間仕切改修、屋上防水、外壁改修、各設備工事） 

 契約相手方：㈱伯井商店 契約金額：103,555,740 円（建築工事） 

 契約相手方：㈱UE エンジニアほか 契約金額：130,183,200 円（各種設備工事） 

・旧美原区役所本館解体工事（平成 23 年 3 月着工予定） 

平成 23年度以降の計画 
・バスターミナル整備工事（平成 23 年 7 月着工予定） 

・横断歩道橋設置工事 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先  

 



  

中期中（平成２３年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：保育課 

事 業 名 美原きた保育所建替事業 

Ｈ22 予算額  ０千円（現計予算） 

※用地取得にかかる債務負担行為を予

算化 

現在までの進捗状況 

  

現在、美原きた保育所の建て替えに向けて、新しい保育所の規模、立地場所、施設機能など、

今後の美原区域における保育需要の予測を踏まえながら総合的に検討するとともに、建て替え用

地の選定を行っているところである。 

 

 

 

 

 

※概算事業費    ７２７百万円 

今後の計画 

今後は、美原区域における保育需要に対応した保育施設建設に向けて、用地を選定するととも

に、建て替え手法について庁内関係各課と協議し方針決定をしていく。 

用地が決定すれば、先行取得が可能となるよう債務負担行為として予算化している。 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先  

 



  

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成２６年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：教育委員会 施設課 

事 業 名 美原西中学校屋内運動場改築事業 H22 予算額    158,645 千円 

現在までの進捗状況 

平成２１年度  屋内運動場改築にかかる設計業務完了 

平成２２年９月 美原西中学校体育館改築外工事契約 

          契約相手方：㈱木綿麻建設  契約金額：280,098,000 円 

        美原西中学校体育館改築外工事に伴う電気設備工事契約 

          契約相手方：㈱小田電設工業  契約金額：27,318,900 円 

今後の計画 

平成２３年 9 月  体育館改築外工事完了 

平成２３年度   現屋内運動場撤去工事、プール新築に係る設計業務 

平成２４年度   プール新築工事 

資料の有無 有（     枚）     無   

 



  

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中(平成 26 年度まで)の事業完了をめざすもの 担当課：スポーツ企画課  

事 業 名 （仮称）美原南運動場整備事業（平尾・菅生） Ｈ22 予算額      ０千円 

現在までの進捗状況 

  

適地の検討 

今後の計画 

 

○ 事業規模及び施設内容 

事業地域 ： 平尾・菅生地域 

概算事業費： 約１２億円 

    敷地面積  ： 約２０，０００㎡ 

    施設内容  ： 野球場、テニスコート２面、管理棟 

 

平成２１年度 ～ 

現状の他施設の整備状況や市民ニーズ等を踏まえ、事業候補地及び施設の構成等に 

ついて、調査を実施する。 

   

平成２６年度   事業完了予定 

 

※ 概算事業費     １１６０百万円 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先 
  

 

 



  

中期中を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成 26 年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：道路整備課 

事 業 名 石原 14 号線延伸部道路改良事業 Ｈ22予算額     6,000千円 

現在までの進捗状況 

 

H19 年度 市道、里道、水路明示 

H20 年度 道路予備設計 

Ｈ21 年度 警察協議 土地所有者調整 

H22 年度 用地買収に伴う支障物件調査発注 

今後の計画 

 

・平成 22 年度は決定した道路法線を基に用地買収を行う。 

 

H22 年度予算 委託料  6,000 千円（公嘱等） 

       用地費 162,000 千円（公社買取） 

 

資料の有無 有（    １枚）     無 担当者・連絡先 ） 

 



  

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成２６年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：消防局総務課 

事 業 名 （仮称）堺市総合防災センター整備事業 Ｈ22予算額      ０千円 

現在までの進捗状況 

① 他都市の防災センターの視察 

② その他先進事例の調査研究 

③ 平成 21 年度の取組み 

・ 事業の具体化に向け、必要な機能や施設規模などの基本的事項について、分析・検討を

すべく基本調査を行った。（予算については、財政局企画部の企画費から執行） 

④ 想定する機能等 

・ 緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能 

・ 消防職員、消防団員への訓練施設機能 

・ 備蓄機能 

・ 防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能 

 

※ 概算事業費    ３７４０百万円 

今後の計画 

平成 22年度～ 

・ 用地選定及び用地取得 

・ 基本計画の策定等 

資料の有無 
 

有（     枚）     無 

担当者・連絡

先 

 



  

中期を目途に事業計画の具体化を図り、後期中（平成２６年度まで）の事業完了をめざすもの 担当課：美原新拠点整備室  

事 業 名 歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備） Ｈ22予算額      ０千円 

現在までの進捗状況 

○歴史ゾーン整備事業については、合併に伴い策定された堺市・美原町合併新市建設計画において「広域幹線

道路が結節する立地特性を活かして、歴史文化に触れる交流拠点としての整備を図る」と位置づけられてお

り、黒姫山古墳を中心に歴史と暮らしが調和した活気に満ちあふれる交流拠点としての整備をめざすもので

す。 

 

○今年度から美原新拠点整備室が担当課となり、関係各課と連携しながら「歴史ゾーン整備基本構想素案」を

作成中。 

 

 

平成 22 年度の計画 

○歴史ゾーン整備基本構想素案を作成 

〈素案作成にかかる検討内容〉 

 ・道路計画課（向陵多治井線整備）や文化財課（黒姫山古墳）、みはら歴史博物館など関係各課の整備意向

や課題等の抽出と整理 

 ・歴史ゾーン整備方針（必要となる機能や施設など）の検討 

  

平成 23 年度以降の計

画 
○歴史ゾーン整備基本計画策定（予定） 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先  

 



  

 

全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの 担当課：下水道計画課 

事 業 名 下水道整備事業 H22 予算額    1,063,400 千円 

現在までの進捗状況 

【汚水整備】 

 平成 22 年度は、過年度発注済工事区域（平尾・小平尾・丹上・今井・真福寺・大保・多治井・木材通の一

部区域）において、仮移設した水道・ガス管の復元工事及び舗装本復旧工事を順次施工する他、都市計画道路

向陵多治井線の建設に併せて、沿線の汚水管整備を行います。 

 

【雨水整備】 

黒山地区の浸水対策事業として、都市計画道路向陵多治井線の建設に併せて、菅池幹線の整備に向けた実施

設計業務に着手しています。 

 

 

今後の計画 

 市域全般の均衡ある整備のため、新市建設計画に従い市街化区域での未整備地区を優先的に整備を進め、合

併後 10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成させることとしていましたが、事業の前倒しを図ることで

期間を圧縮して整備完了を目指します。 

また、市街化調整区域の整備については、平成 22 年度中に下水道法事業認可を取得する予定であり、その

後、平成 26 年度の完了を目標に、順次整備を進めます。 

資料の有無 有（     枚）    無 担当者・連絡先 
 



  

 

全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの 担当課：配水計画課 

事 業 名 堺美原間配水小管連絡事業 H22 予算額          4,400 千円 

現在までの進捗状況 

堺美原間配水小管連絡事業は、効率的水運用及び事故発生時の救援管網確立等を目的として、美原区域と旧

堺市域の境界付近に位置する１５か所（布設延長＝１，５９０m）で配水小管を連絡（接続）する事業を進め

ています。(別添、配水小管連絡位置図参照) 

進捗状況 

・平成１７～２１年度    １１か所（布設延長＝１，２２０ｍ）について連絡事業を完了 

【配水小管連絡位置図】①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m) 、⑦(10m)、 

⑨(30m)、⑩(40m) 、⑫(40m)、⑬(40m)、⑮(200m) 

・平成２２年度        ２か所（布設延長＝１２０ｍ）【工事発注済～年度内しゅん工予定】 

【配水小管連絡位置図】⑥(90m)、⑪(30m) 

今後の計画 

今後の予定 

残余の２か所については、都市計画道路『大阪狭山線(バイパス)』の進捗にあわせて施工します。 

・施工時期未定 

【配水小管連絡位置図】⑧(130m)、⑭(120m) 

資料の有無 ○有 （    １ 枚）     無 担当者・連絡先 
 



  

 

全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの 担当課：配水計画課 

事 業 名 老朽水道管更新事業 H22 予算額         0 千円 

現在までの進捗状況 

美原区における老朽水道管更新事業については、区内に位置する１０．２ｋｍ（延長）の老朽水道管を対象

に事業を進めています。 

各年度別の更新延長 

・平成１７年度     １，１６０m 

・平成１８年度     ２，６２０ｍ 

・平成１９年度     ４，７８０ｍ 

・平成２０年度       １９０m 

・平成２１年度         ０m 

・平成２２年度         ０m 

【更新済み延長計】 ８，７５０ｍ   

今後の計画 

今後の予定 

 

・平成２３年度以降については、他の道路掘削工事と施行調整を図りつつ、合理的な事業を実施します。 

【更新予定延長】 １，４８５ｍ 

 

資料の有無 有（     枚）     ○無  担当者・連絡先 
 



  

全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの 
担当課： 道路整備課 

北部地域整備事務所 

事 業 名 地域生活道路・歩道整備事業 Ｈ22 予算額    258,200 千円 

現在までの進捗状況 

【大饗 1 号線路肩拡幅改良】（平成 17年度完成） 

【小平尾 3号線拡幅整備】（平成 18年度完成） 

【丹上 27・28号線道路築造】（平成 19年度完成） 

【菅生 40号線道路築造】事業用地の境界確定が完了し、道路の詳細設計完了。 

【阿弥地内道路築造】事業用地の調査を実施、21 年度境界確定完了予定 

【今井太井 2号線道路築造】 

 平成 21年度末現在、全体の 90%の事業用地を取得済み。一部工事(L=160m)施工中 

【菩提大饗 1号線（路肩整備）】 →平成 20度 160m･21 年度 100m・（平成 22 年度完成予定） 

【大饗 6 号線外（拡幅整備）】 平成 21年度 100m・（平成 23年度完成予定） 

【阿弥 19号線（道路改良）】 →平成 20年度完成  

【丹上真福寺線】拡幅整備 →平成 21 年度用地取得済 

【大保１号線】 拡幅整備 



  

今後の計画 

今後、既に着手している事業を進めながら、新たな整備箇所については、地元要望などを精査し、必要な道路整

備を地元自治会と協力し実施していく。 

《平成 22年度予定事業》（別紙箇所図） 

・菩提大饗１号線（路肩整備）→150m工事予定(位置図①) 

・今井太井 2号線道路築造  →250m工事予定(位置図②) 

・阿弥地内道路築造     →用地取得予定(位置図③)  

・菅生 40号線道路築造    →用地取得予定(位置図④) 

・丹上真福寺線拡幅整備   →40m工事予定(位置図⑤) 

・大饗 6 号線外拡幅整備   →220m工事予定(位置図⑥) 

 ・今井 10 号線拡幅整備    →120m工事予定(位置図⑦)  

・黒山幹線拡幅整備       →100m工事予定(位置図⑧)  

・菅生 35号線（歩道改良）   →150m 工事予定(位置図⑨) 

資料の有無 有（     １0 枚）     無 担当者・連絡先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

全期間を通じ、年次的に継続して事業実施していくもの 担当課：配水計画課 

事 業 名 西藤井寺線（バイパス）事業（都市計画道路 向陵多治井線） Ｈ22予算額  102,500千円 

現在までの進捗状況 

H18 年度大阪府事務移譲 

H18 年度～H21 年度 文化財発掘調査 

H21 年度～ 道路築造工事 

用地買収率 約 95％ 

今後の計画 

・引続き埋蔵文化財調査、道路築造工事を行う。 

・未買収地について、交渉を進める。 

 

H22 年度予算 工事費 10,000 千円（道路築造工事、埋蔵文化財本掘土工事） 

       委託料 5,200 千円（文化財遺物整理、丈量測量等） 

       用地費 82,600 千円（公社買取） 

       事務費 4,700 千円（文化財調査に伴う事務費） 

 

資料の有無 有（     枚）     無 担当者・連絡先  

 



  

そ の 他 事 業 担当課：公共交通課 

事 業 名 路線バスルートの新設・拡充事業 Ｈ22 予算額    193,806 千円 

現在までの進捗状況 

平成 17年 2月１日 美原区役所～初芝駅前ルート（南海バス） 及び 

 美原区役所～新金岡駅前ルート（南海バス）運行開始 

平成 17年 5月 30日 さつき野東～北野田駅前ルート（近鉄バス）運行開始 

平成 18年 9月 25日 多治井循環～北野田駅前ルート（南海バス・近鉄バス共同）運行開始 

 [利用啓発 PR等] 

これまで、利用促進を図るため啓発 PR として次のような取り組みをおこなってきています。 

① 市広報、美原区役所広報、東区役所広報、美原区役所ホームページに、お知らせや利用 PR記事掲載 

② 路線沿線自治会での利用案内チラシの回覧 

③ 小中学校等への利用依頼 

④ 美原商工会、大阪南農協丹南支店の協力による利用案内チラシの配置 

⑤ 「美原区ガイド」（美原区役所発行、全戸配布）添付の美原区マップにバスルート掲載 

⑥ 市ホームページ内の公共交通課ページにて、「公共交通情報検索ナビ」を開設（市域全体の公共交通利

用促進の一環。） 

 

今後の計画  

資料の有無 有（   １ 枚）     無 担当者・連絡先 
 



  

広域路線バスの現状について 

 

 

①事業概要 

○美原金岡線 新金岡駅～美原区役所（南海バス） 

平成１７年２月１日運行開始 

約 13.6km 運賃 160～350円 36／33便（平日／休日） 

 

○美原初芝線 初芝駅～美原区役所（南海バス） 

平成１７年２月１日運行開始 

約 10.8km 運賃 160～240円 36／32便（平日／休日） 

 

○北野田さつき野線 北野田駅～さつき野東（近鉄バス） 

   平成 17年 5月 30 日運行開始 

約 11.6km 運賃 160～280円 38／25便（平日／休日） 

 

○北野田多治井線 北野田駅～多治井循環（南海バス・近鉄バス 共同運行） 

平成 18年 9月 25日運行開始 

約 13.7km 運賃 160～290円 34便／全日 

 

 

 

 



  

②美原区域路線バスの利用実績 

年度 

乗車人員（人） 平均乗車人数（人/便） 

南海 近鉄 共同 
計 

南海 近鉄 共同 
計 

初芝 新金岡 北野田 多治井 初芝 新金岡 北野田 多治井 

Ｈ１６ 6,968 10,582 － － 17,550 1.70 2.56 － － 2.13 

Ｈ１７ 86,738 99,608 75,358 － 261,902 3.43 3.90 3.64 － 3.66 

Ｈ１８ 133,037 116,382 108,769 22,511 380,699 5.25 4.55 4.41 1.76 4.31 

Ｈ１９ 124,943 112,214 117,211 65,375 419,743 4.92 4.38 4.74 2.63 4.17 

Ｈ２０ 123,117 114,614 120,834 74,150 432,715 4.86 4.48 4.90 2.99 4.31 

Ｈ２１ 117,209 114,123 113,545 77,482 422,359 4.61 4.45 4.54 3.12 4.18 

 

 


