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1 

 

 

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 さつき野小中学校一貫校化事業 Ｈ26 予算額  52,000 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年度  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年度  さつき野小学校さつき野中学校連絡橋新築工事完了 

         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完了 

         さつき野小学校さつき野中学校校舎便所改修外工事完了 

 平成２３年度  さつき野小学校校舎内部改修工事完了 

         さつき野小学校外壁改修工事設計業務完了 

 平成２４年度  さつき野中学校校舎内部改修工事完了 

         さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事（1 期）完了 

平成２５年度  さつき野小学校外壁・屋上防水改修外工事（２期）完了 

 

今後の計画 

平成２６年度  さつき野小学校外壁改修外工事（３期） 

【事業完了予定】 

資料の有無 有（     枚）     無 



2 

 

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 Ｈ26 予算  336,772 千円 

現在までの進捗状況 

 平成２０年度     校舎改築外工事の設計完了（第１期分） 

 平成２１年度     校舎撤去外工事の設計完了（第２期分） 

 平成２２年度     北校舎改築外工事の設計完了（第３期分） 

            校舎改築外工事の完了（第１期分） 

 平成２３年度     北校舎解体外工事の設計完了（第４期分） 

            校舎解体工事の完了（第２期分） 

 平成２４年度     北校舎改築外工事の完了（第３期分） 

            プール改築外工事の設計完了（第５期分） 

平成２５年度     北校舎解体外工事完了（第４期分） 

平成２５年度１２月  校舎改修、プール新築工事着手（第５期分） 

今後の計画 

 平成２６年度１１月  校舎改修、プール新築工事完了（第５期分） 

 平成２６年度     グラウンド整備外工事（第６期分） 

【事業完了予定】 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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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 美原西小学校屋内運動場・校舎大規模改造事業 H26 予算額  6,400 千円 

現在までの進捗状況 

 平成２０年度  体育館大規模改造工事の設計完了 

 平成２１年度  体育館大規模改造工事の完了 

         校舎大規模改造工事の設計業務完了 

 平成２２年度  校舎・プール大規模改造工事（第 1期）の完了 

 平成２３年度  校舎大規模改造工事（第２期）の完了（校舎改修、耐震補強、EV設置） 

 平成２４年度  校舎大規模改造工事（第３期）の完了（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）（更衣室、シャワー室、多目的室改修等） 

今後の計画 

 平成２６年度  正門改修外工事 

【事業完了予定】 

 

 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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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： 保育推進課 

事 業 名 美原きた保育所建替事業 Ｈ26 予算額  89,218 千円 

現在までの進捗状況 

 

美原区域における保育需要の予測を踏まえながら、利便性・形状・適した広さ等建替えに必要な

諸条件を満たす事業候補地を選定し、候補地の測量や隣接地との境界確定の手続等を進めてまいり

ました。 

今後の計画 

 

引き続き、建替え用地の確保に向けての手続きを進めるとともに、関係機関等と協議を行い、新

しい保育所の規模、施設機能など民営化を含めた建設手法について総合的に検討し、事業実現に向

けて鋭意取り組んでまいります。 

 

○今後の予定 

平成 25～26 年上半期   関係機関等との協議、用地購入 

平成 26 年下半期度以降  建替工事設計・建替工事 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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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：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 
Ｈ26予算額    70,750千円 

現在までの進捗状況 

美原都市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い、

平成 24年度に一部道路整備を行った。 

 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 

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。 

 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 
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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：都市整備推進課 

事 業 名 美原複合シビック施設整備事業 Ｈ26予算額    0千円 

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 

・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 

・美原区役所別館改修工事 平成 22 年 6 月～平成 23 年 2 月 24 日工事完成 

・旧美原区役所本館解体工事 平成 23 年 3 月～平成 23 年 9 月 16 日工事完了 

・市民駐車場外新築工事 平成 22 年 10 月～平成 23 年 10 月 31 日工事完成 

・バスターミナル整備工事 平成 23 年 10 月～平成 23 年 11 月 30 日工事完成 

・横断歩道橋設置の検証 平成 25 年 1 月～平成 25 年 3 月 29 日 

 

 

 

今後の計画  

資料の有無 有（     枚）     無 
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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  

現在までの進捗状況 

 平成２１年度  体育館改築工事の設計完了 

 平成２３年度  校舎耐震補強工事の設計完了 

         体育館改築工事の完了 

         体育館解体工事の完了 

 平成２４年度  校舎耐震補強工事の完了 

         プール新築外工事の設計完了 

平成２５年度  プール新築外工事の完了 

【事業完了】 

今後の計画 

  

資料の有無 有（     枚）     無 
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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：スポーツ施設課 

事 業 名 （仮称）美原南運動場整備事業（平尾・菅生） Ｈ26予算額     6,461千円 

現在までの進捗状況 

 

・施設規模、機能の検討 

・候補地についての調査 

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 

施設構成    ： 多目的広場等 

 候補地及び面積 ： 未定 

 

 ○平成２６年度以降の事業予定 

・平成２６年度 ： 候補地選定 

          候補地選定後、測量業務 

・平成２７年度以降 ： 用地取得、設計・整備工事 

 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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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：都市整備推進課 

事 業 名 歴史ゾーン整備事業（交流拠点施設整備）  Ｈ26予算額     31,908千円 

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。  

○平成22年度 歴史ゾーン整備に関するおおまかな方向性を示す「歴史ゾーン整備基本構想」を作成。  

○平成23年度 「歴史ゾーン整備基本計画」を作成。  

○平成 24 年度 実施体制について庁内関係課と協議。  

○平成 25 年度 測量委託業務実施。 

        実施体制について庁内関係課と協議中。 

 

 

今後の計画 

○平成 26 年度以降、実施設計及び整備工事実施。（予定）  

 

 

 

 

資料の有無 有（  １  枚）     無 

 

 

 

 

 



10 

 

 

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 H26予算額    107,050千円 

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 支障物件調査、用地買収（１件・1 筆） 

H23 年度 支障物件調査、用地買収（2 件・2 筆） 

H24 年度 用地買収（4 件・9 筆）・道路詳細設計 

H25 年度 用地交渉 

今後の計画 

 

・平成 26 年度は用地買収を鋭意進める。 

H26 年度予算  

一般会計 60,050 千円（用地費 55,000 千円 委託料他 5,050 千円） 

特別会計 47,000 千円（用地費 30,000 千円 補償費 17,000 千円） 

  

資料の有無 有（    １枚）     無 
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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：公園緑地整備課 

事 業 名 平尾南街区公園整備工事 Ｈ26予算額  59,728千円 

現在までの進捗状況 

平成 25 年度 実施設計業務を発注。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の計画 

平成２６年度 

・平成２５年度より繰越した実施設計業務完了予定。 

・平尾南公園整備工事発注し、年度内竣工予定。 

 

 

 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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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 Ｈ26予算額    471,700千円 

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：基本調査 

④ 平成 23年度の取組み：基本構想策定、用地交渉 

⑤ 平成 24年度の取組み：用地交渉 

⑥ 平成 25年度の取組み：基本計画策定、用地交渉 

【想定する機能等】 

 ・消防職員、消防団員への訓練施設機能 

・消防局機能等の補完、代替施設 

・緊急消防援助隊、広域支援部隊等の活動拠点機能 

・防災に関する市民等への教育啓発、研修施設機能 

・災害対策用資機材の備蓄、救援物資の中継・分配機能 

 

今後の計画 用地取得後、造成設計、造成工事、基本実施設計及び建築工事に着手し、早期の事業完了をめざす。 

資料の有無 有（     枚）     ○無  
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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） Ｈ26予算額     2,125千円 

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 用地買収 

H21 年度 道路築造工事 用地買収 

H22 年度 道路築造工事 用地買収（用地買収率約 99%） 

H23 年度 道路築造工事  

H24 年度 道路築造工事 

H25 年度 道路築造工事 用地買収（用地買収完了）  H25 年度末 供用予定 

 

 

今後の計画 

H26 年度の予定 

・道路供用開始後、交通状況の変化に対応するため、交通管理者との協議により、交通安全施設等を設置する。 

 

 

 

 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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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 

事 業 名 地域生活道路・歩道整備事業 Ｈ26 予算額    116,100 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】H23 年度 1 期工事、H24 年度 2 期工事、H25年度 3期工事 

【阿弥地内道路築造】（平成 24 年度完成） 

【今井太井 2号線道路築造】（平成 22年度完成） 

【菩提大饗 1号線（路肩整備）】（平成 22年度完成） 

【大饗 6 号線外（拡幅整備）】（平成 23 年度完成） 

【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 22 年度完成） 

 

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 26年度予定事業》（別紙箇所図） 

・菅生 40号線道路築造    →4期工事予定(位置図①) 

 ・太井地内道路築造     →境界確定測量等(位置図②) 

・平尾 37号線道路築造    →工事予定(位置図③) 

・平尾地内道路改良     →境界確定測量等(位置図④) 

 

資料の有無 有（     ４枚）     無 
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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 H26 予算予定 1,087,800 千円 

現在までの進捗状況 

【汚水整備】 

平成 25 年度は、菅生、平尾、黒山、小平尾、小寺、丹上、多治井の一部の地域などにおいて、汚水整備の

実施、汚水整備に必要な水道管の移設工事を実施しています。また、過年度発注済工事区域（菅生、木材通）

において、仮移設した水道・ガス管の復元工事を順次施工しています。 

平成 26 年度は、菅生、平尾、黒山、小平尾、小寺、丹上、多治井の一部の地域などの汚水整備を、着実に

実施していきます。 

【雨水整備】 

平成 25 年度は、石原・小寺周辺の浸水対策事業として、石原小寺雨水管の整備を進めるとともに、小寺今

井雨水管について工事着手する予定です。 

平成 26 年度は、引き続き小寺今井雨水管の整備を進める予定です。 

 

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（計画期間：平成 17 年度～平成 26 年度）において合併後

10 年間で美原区域の市街化区域の整備を完成することを定めましたが、事業の前倒しを図ることで期間を圧

縮し、市街化区域の整備は概ね完了しました。 

今後は、市街化調整区域の公道（里道除く）部分の整備を平成 26 年度までに概ね完了させることを目標に、

順次整備を進めていきます。 

 

資料の有無 

 

有（     枚）    無 
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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 
H26 予算額      7,900 千円 

（※下水工事に伴う工事費用は除く） 

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 

・平成２３年度        ６０ｍ 

・平成２４年度         ０ｍ 

・平成２５年度（見込み）１，０１０ｍ 

【更新済み延長計】  ９，８２０ｍ 

今後の計画 

今後の予定 

・平成２６年度       ２０５ｍ（うち４０ｍ撤去） 

・平成２７年度以降については、他の道路掘削工事と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】     １４０ｍ 

資料の有無 有（     枚）     ○無  
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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 H26 予算額            0 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１７～２２年度  １３か所（布設延長＝１，３４０ｍ）について連絡事業を完了 

 平成２３～２５年度は、工事なし。  

【配水小管連絡位置図】①(250m)、②(250m)、③(10m)、④(200m)、⑤(150m) 、⑥(90m)、⑦(10m)、 

⑨ (30m)、⑩(40m) 、⑪(30m)、⑫(40m)、⑬(40m)、⑮(200m) 

 

⑧ (130m)については、周辺管網と水運用を再検討した結果、不要とした。 

今後の計画 

今後の予定 

平成２６年度は、工事なし。 

 

残余の１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】⑭(120m) 

資料の有無 ○有（    １ 枚）     無 
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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 Ｈ26予算額    127,736千円 

現在までの進捗状況 

平成17年2月１日 美原区役所前～初芝駅前ルート（南海バス） 及び  

美原区役所前～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  

 

［利用促進等］ 

これまで、利用促進を図るため、市広報、美原区広報等への利用ＰＲ記事掲載や、美原区全域の

バスマップの作成、全戸配布等の取組みを行っている。また、平成23年度から、美原区自治連合

協議会の協力の下、下記の取組みを行っている。 

  

○平成23年度  

アンケート調査やワークショップを実施し、校区別のバスマップを作成するとともに、バスの利

用促進についての意見をとりまとめた。 

 

○平成24年度 

校区別のバスマップを、自治会加入全世帯に配布するとともに、公共交通課及び美原区役所市政

情報コーナーに配架し、市ホームページに掲載した。また、前年度ワークショップでとりまとめ

たバスの利用促進策（みはら区民まつりバス利用促進啓発、美原区バス・スタンプラリー、美原

区内小学校でのバス乗車体験など）を実施した。 

 

 

 



19 

 

○平成25年度 

引き続きバス利用促進策を行うとともに美原区内の企業訪問を開始し、エコ通勤推進プロジェク

トの主旨を理解していただき、美原区内のバス利用の現状や、官民協働によるこれまでの取組を

説明し、通勤手段であるマイカー通勤からバスへの転換と、普段時のバス利用を促す呼びかけを

行っている。協力企業にはアンケートを実施、企業の交通環境問題等を把握しバス事業者に伝え

るだけではなく、バス利用者増加による路線の維持・活性化策を検討した。また、現在は従業員

向けのアンケートを実施するなど、バス通勤への転換が可能な従業員には個別カルテを作成して

変容を促して行く。 

 

（平成25年度 バス利用促進策推進内容） 

・鉄道の時刻変更や一部路線の変更に伴い校区別バスマップの更新 

・みはら区民まつりバス利用促進啓発、バス乗り方教室の実施 

・市民課窓口でのバス利用の案内、回覧版、みはら広報誌、市ホームページによる啓発 

・美原区エコ通勤推進プロジェクトを開始 

・美原区内小学校でのバス乗車体験を実施 

 

今後の計画 

平成２６年度も美原区域路線バスを運行し、利用促進策を実施する予定である。 

資料の有無 有（    １枚）     無 
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その他事業 担当課：交通政策課 

事 業 名 鉄軌道整備調査研究事業 Ｈ26予算額      ０千円 

現在までの進捗状況 

 鉄軌道整備の調査研究に関しては、平成２０、２１年度にわたり、ＬＲＴを基軸とした市内全域の路面交通ネ

ットワークのあり方について調査・研究を行いました。 

 また、平成２２、２３年度には東西交通軸などを含めた「公共交通ネットワークの形成」、バスなどの地域に

おける公共交通の維持確保など「地域内公共交通の充実」、「公共交通の利便性向上」、「公共交通の利用促進」な

ど、本市全体の公共交通のあり方を示す総合都市交通計画に係る方向性をとりまとめました。 

 平成２４年度からは平成２３年度にとりまとめた総合都市交通計画に係る方向性に基づき、東西交通軸を含む

都心交通のあり方について、学識経験者などの専門家による議論を踏まえ検討を行っています。 

 

今後の計画 

 東西交通軸の検討については、専門家による議論などを踏まえ、市民に対する周知広報や市民意識の把握等を

行っていく予定です。 

 

 

 

 

 

資料の有無 有（     枚）     無 
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その他事業 担当課：配水計画課 

事 業 名 配水施設整備改良事業 H26 予算額      231,620 千円 

現在までの進捗状況 

これまで、配水管の更新や下水道工事等に伴う配水管の移設工事を実施しました。また、配水

池の設備についてはポンプ設備の増設、自家発電設備の更新、水運用管理システムの更新等を行

いました。 

 

 

 

今後の計画 

平成２６年度 

・配水管整備（更新延長 220ｍ） 

  経年劣化した配水管を更新します。 

・配水管改良（更新延長 6,025ｍ） 

  経年劣化した配水管の更新、下水道工事等に伴う配水管の更新、舗装本復旧工事等を行い

ます。 

・配水場整備 菅生配水池（低池）の更新工事に着手します。（H26-H28） 

・配水場改良 さつき野配水池更新のための基本設計を委託します。（H26-H27） 

平成２７年度以降 

今後とも計画的に経年劣化した配水管や配水池の更新工事等を実施していきます。 

 

資料の有無 有（     枚）     ○無  

 


