
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年03月30日

計画の名称 市民の命と暮らしを守る橋梁等の長寿命化修繕並びに耐震強化事業（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 堺市

計画の目標 ・老朽化する橋梁等道路施設について、着実な点検および措置等を適切に実施することにより長寿命化を図り、良好な状態で道路交通ネットワーク機能を維持する。

・南海トラフ巨大地震等の大規模災害時の救命救急活動や復旧支援活動を支えるため、緊急交通路及び津波避難路等に架かる又は跨ぐ橋梁の耐震化を行い、災害に強いまちづくりを推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              23,488  Ａ              23,488  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H30末 H32末

   1 補修が必要な橋梁のうち補修が完了し安全性が向上した橋梁の割合を、100％（平成32年末）となるよう整備する。

補修が完了し安全性が向上した橋梁の割合を算出する。 0％ 53％ 100％

（補修完了率）＝（補修が完了した橋梁数）／（補修が必要な橋梁数） 

   2 緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率を、53％(H28当初)から100％(H32末)となるよう整備する。

緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率を算出する。 53％ 80％ 100％

(緊急交通路等に架かる及び跨ぐ橋梁の耐震化率)=(耐震対策済橋梁数)/(耐震対策必要橋梁数)

   3 ・補修が必要な横断歩道橋のうち補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合を、53％（平成32年末）となるよう整備する。

補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合を算出する。 0％ 0％ 53％

（補修完了率）＝（補修が完了した横断歩道橋数）／（補修が必要な横断歩道橋数）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

補修が完了し安全性が向上した横断歩道橋の割合の当初時期はH29当初

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪臨海線・松屋

高架橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

20km）

堺市  ■         295 策定済

A01-002 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪臨海線・大浜

高架橋

長寿命化修繕・耐震補強（2.

19km）

堺市  ■  ■  ■  ■  ■       5,700 策定済

A01-003 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪臨海線・諏訪

森橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■          40 策定済

A01-004 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪和泉泉南線・

船尾川橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          38 策定済

A01-005 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・伊

勢路川橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          43 策定済

A01-006 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・毛

穴高架橋（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

16km） 

堺市  ■  ■  ■  ■  ■         110 策定済

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・毛

穴高架橋（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

16km） 

堺市  ■  ■  ■  ■  ■         110 策定済

A01-008 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・落

合大橋（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km） 

堺市  ■          88 策定済

A01-009 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・落

合大橋（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km） 

堺市  ■          88 策定済

A01-010 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・陶

器川橋（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km） 

堺市  ■          36 策定済

A01-011 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・陶

器川橋（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km） 

堺市  ■          36 策定済

A01-012 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺大和高田線・戎

島橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km） 

堺市  ■         190 策定済

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺大和高田線・金

岡跨線橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

15km） 

堺市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-014 道路 一般 堺市 直接 大阪市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・吾彦

大橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

20km） 

堺市  ■  ■  ■         365 策定済

A01-015 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・新大

和橋取付橋（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

07km） 

堺市  ■  ■  ■  ■         142 策定済

A01-016 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・新大

和橋取付橋（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

07km） 

堺市  ■  ■  ■  ■         142 策定済

A01-017 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・萬歳

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km） 

堺市  ■  ■  ■  ■         245 策定済

A01-018 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・北花

田高架橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

25km） 

堺市  ■  ■          50 策定済

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-019 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・長曽

根４号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          39 策定済

A01-020 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・梅大

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          44 策定済

A01-021 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・百舌

鳥梅1号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          34 策定済

A01-022 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・北條

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■  ■          49 策定済

A01-023 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・上野

芝中学前歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km） 

堺市  ■          44 策定済

A01-024 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・向ヶ

丘西橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km） 

堺市  ■  ■  ■          49 策定済

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-025 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・鳳北1

号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          39 策定済

A01-026 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・家原

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km） 

堺市  ■          57 策定済

A01-027 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・鳳東5

号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          24 策定済

A01-028 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・文殊

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          29 策定済

A01-029 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・浜寺

昭和8号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          34 策定済

A01-030 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・南陵南

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■  ■         113 策定済

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-031 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・東山橋

（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■          83 策定済

A01-032 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・東山橋

（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■          83 策定済

A01-033 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・楢葉1号

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■          83 策定済

A01-034 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・楢葉橋

（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■  ■          83 策定済

A01-035 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・楢葉橋

（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■  ■  ■          83 策定済

A01-036 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・深阪橋

（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■          83 策定済

6 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-037 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・深阪橋

（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km） 

堺市  ■  ■          83 策定済

A01-038 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・高倉寺

大橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A01-039 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・三原大

橋（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■          70 策定済

A01-040 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・三原大

橋（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■          70 策定済

A01-041 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・見野山

橋（上り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■          70 策定済

A01-042 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・見野山

橋（下り）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■          70 策定済

7 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-043 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺富田林線・信濃

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■  ■          34 策定済

A01-044 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺富田林線・金岡1

4号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■  ■          34 策定済

A01-045 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）深井畑山宿院線・

少林寺橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■          75 策定済

A01-046 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺阪南線・三光川

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■  ■          39 策定済

A01-047 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）310号・中百舌鳥5

号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■          39 策定済

A01-048 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）309号・平尾6号橋 長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■  ■          34 策定済

8 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-049 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）津久野1号線・昭代

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■  ■  ■  ■         148 策定済

A01-050 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）榎元町10号線・榎

小橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■         205 策定済

A01-051 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）向陵西7号線・第二

今池橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■  ■  ■         405 策定済

A01-052 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）三国ケ丘駅前北広

場・けやき小橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-053 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）榎元町向陵西3号線

・向陵橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■  ■  ■          93 策定済

A01-054 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）三宝向陽線・宿屋

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■          44 策定済

9 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-055 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）戎島出島線・勇橋 長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■  ■  ■          65 策定済

A01-056 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大浜陵西線・相生

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          70 策定済

A01-057 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）錦出島線・出島橋 長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■  ■  ■          64 策定済

A01-058 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）桃山台132号線・Ｉ

陸橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■         160 策定済

A01-059 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）三原台156号線・け

やき橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

10km）

堺市  ■  ■  ■  ■  ■         135 策定済

A01-060 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）梅北中百舌鳥線・

中百舌鳥1号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          60 策定済

10 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-061 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）中百舌鳥12号線・

中百舌鳥2号橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          65 策定済

A01-062 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）上野芝駅深井線・

向ヶ丘東橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          45 策定済

A01-063 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）上野芝向ヶ丘31号

線・向ヶ丘中橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          45 策定済

A01-064 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）新金岡109号線・中

央歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

14km）

堺市  ■  ■  ■  ■          79 策定済

A01-065 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）新金岡107号線・新

金岡南歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

12km）

堺市  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-066 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大仙西協和101号線

・協和町デッキ

長寿命化修繕・耐震補強（0.

16km）

堺市  ■  ■         764 策定済

11 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-067 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）釜室豊田1号線・下

妙見橋

長寿命化修繕（0.02km) 堺市  ■           4 策定済

A01-068 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）小平尾南線・古川

橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■           8 策定済

A01-069 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）片蔵釜室線・高橋

（片蔵）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■           5 策定済

A01-070 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）黒山小平尾線・小

平尾橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■           5 策定済

A01-071 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）菱木59号線・奥川

橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■           8 策定済

A01-072 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）畑6号線・中之谷大

橋

長寿命化修繕（0.06km） 堺市  ■  ■          33 策定済

12 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-073 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）多治井平尾線・新

大阪橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■           5 策定済

A01-074 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺羽曳野線・西除

橋

長寿命化修繕（0.04km） 堺市  ■           9 策定済

A01-075 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北余部黒山1号線・

中橋（北余部）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■           4 策定済

A01-076 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・北条3号

橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■           4 策定済

A01-077 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）竹城台140号線・さ

るすべり橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■  ■  ■  ■          25 策定済

A01-078 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

榎橋（上り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          80 策定済

13 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-079 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

榎橋（下り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          80 策定済

A01-080 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）桃山台62号線・栂

大橋

長寿命化修繕（0.07km） 堺市  ■  ■          70 策定済

A01-081 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

八下2号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■           5 策定済

A01-082 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪和泉泉南線・

遠里小野橋

長寿命化修繕（0.19km） 堺市  ■  ■  ■  ■         185 策定済

A01-083 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・陶

器川大橋（上り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          25 策定済

A01-084 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・陶

器川大橋（下り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          25 策定済

14 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-085 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）神石鳳草部線・小

野々井橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          20 策定済

A01-086 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大森2号線・平田橋 長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■          10 策定済

A01-087 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北花田60号線・今

池橋（常磐）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-088 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）常磐4号線・みどり

橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-089 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）小平尾12号線・平

尾5号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■  ■           5 策定済

A01-090 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）富田林泉大津線・

光明大橋（上り）

長寿命化修繕（0.12km） 堺市  ■  ■  ■         125 策定済

15 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-091 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）富田林泉大津線・

光明大橋（下り）

長寿命化修繕（0.12km） 堺市  ■  ■  ■         125 策定済

A01-092 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）太平寺和田1号線・

新川橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          23 策定済

A01-093 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大小路線・吾妻橋 長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■          30 策定済

A01-094 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台125号線・ざ

いふり橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■          12 策定済

A01-095 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台123号線・光

明池地区センターNo.5-1

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-096 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺泉北環状線・小

代橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■  ■          70 策定済

16 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-097 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・西

除大橋（上り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          20 策定済

A01-098 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・西

除大橋（下り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          20 策定済

A01-099 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・西

除大橋側道（上り）

長寿命化修繕（0.04km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-100 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・西

除大橋側道（下り）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-101 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北花田28号線・新

樋分橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■  ■           5 策定済

A01-102 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺泉北環状線・八

田橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■  ■          15 策定済

17 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-103 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・天

神橋

長寿命化修繕（0.04km） 堺市  ■  ■  ■          60 策定済

A01-104 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺泉北環状線・野

々井橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■  ■          25 策定済

A01-105 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）富蔵逆瀬川線・妙

見橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■  ■           5 策定済

A01-106 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺富田林線・平尾

大橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■  ■          10 策定済

A01-107 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）南余部22号線・柳

原橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-108 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）檜尾13号線・高橋

（桧尾）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■  ■           5 策定済

18 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-109 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）美木多上13号線・

重谷橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■  ■  ■  ■          65 策定済

A01-110 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）浜寺船尾西3号線・

光徳橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■           5 策定済

A01-111 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・平

池尻橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-112 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・北

野田10号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          10 策定済

A01-113 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）美原太子線・新多

治井橋（上り）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-114 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）美原太子線・新多

治井橋（下り）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■          10 策定済

19 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-115 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）草尾22号線・高松3

号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■           5 策定済

A01-116 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）宿院北2号通・栄橋 長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-117 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）戎島町13号線・戎

橋（戎島）

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          10 策定済

A01-118 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）小平尾7号線・落合

橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-119 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）今井1号線・今井新

橋

長寿命化修繕（0.04km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-120 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺泉北環状線・上

神谷高架橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

25km）

堺市  ■  ■  ■         480 策定済

20 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-121 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）神石市之町上野芝2

号線・禅海寺橋

長寿命化修繕（0.04km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-122 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺大和高田線・新

光竜寺橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■          10 策定済

A01-123 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北野田南野田2号線

・栄橋（北野田）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■           5 策定済

A01-124 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）草部三木閉線・大

庭寺東橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■          20 策定済

A01-125 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）新檜尾台121号線・

はぎ橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

07km）

堺市  ■  ■  ■  ■          15 策定済

A01-126 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺泉北環状線・成

美橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

06km）

堺市  ■  ■          45 策定済

21 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-127 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）別所草部線・野々

井中橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■          20 策定済

A01-128 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大庭寺101号線・新

こおろぎ橋

長寿命化修繕（0.05km） 堺市  ■  ■          10 策定済

A01-129 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）豊田10号線・多米

川橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■          10 策定済

A01-130 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）平尾3号線・維新橋 長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-131 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・原

寺跨線橋（上り）

長寿命化修繕（0.38km） 堺市  ■  ■  ■  ■         160 策定済

A01-132 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・原

寺跨線橋（下り）

長寿命化修繕（0.38km） 堺市  ■  ■  ■  ■         160 策定済

22 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-133 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）深阪6号線・土佐屋

橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■          10 策定済

A01-134 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・泉ヶ丘

大橋

長寿命化修繕（0.09km） 堺市  ■  ■  ■          80 策定済

A01-135 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）野々井4号線・下川

橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-136 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）下田津久野1号線・

宮本橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■          15 策定済

A01-137 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・下

黒山跨道橋（上り）

長寿命化修繕（0.46km） 堺市  ■  ■  ■         195 策定済

A01-138 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・下

黒山跨道橋（下り）

長寿命化修繕（0.46km） 堺市  ■  ■  ■         195 策定済

23 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-139 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）深井畑山宿院線・

百舌鳥橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■           5 策定済

A01-140 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鳳東平岡1号線・平

岡大橋歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■  ■  ■          55 策定済

A01-141 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鳳東平岡1号線・平

岡大橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■  ■         160 策定済

A01-142 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）草部46号線・万崎

橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-143 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺羽曳野線・新金

岡1号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-144 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）西除左岸線・法雲

寺橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■          15 策定済

24 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-145 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

中村9号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-146 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

金岡19号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-147 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

金岡17号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■           5 策定済

A01-148 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪臨海線・阪堺

大橋

長寿命化修繕（0.22km） 堺市  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-149 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）平尾北線・平尾北

橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■  ■           5 策定済

A01-150 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北余部17号線・北

小橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■  ■  ■           5 策定済

25 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-151 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）金岡247号線・金岡

11号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■           5 策定済

A01-152 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）真福寺27号線・真

福寺6号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■           5 策定済

A01-153 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）長曽根10号線・長

曽根1号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■  ■           5 策定済

A01-154 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北花田43号線・立

花橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          15 策定済

A01-155 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）陶器北19号線・阿

弥陀橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■           5 策定済

A01-156 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 橋梁点検（国道） 橋梁点検（国道） 堺市  ■  ■  ■  ■  ■          16 －

A01-157 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 橋梁点検（国道以外） 橋梁点検（国道以外） 堺市  ■  ■  ■  ■  ■          75 －

26 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-158 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 横断歩道橋点検 横断歩道橋点検 堺市  ■  ■  ■  ■  ■          30 －

A01-159 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 地下道（大型カルバート

）点検

地下道（大型カルバート）点

検

堺市  ■          30 －

A01-160 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 横断歩道橋点検（国道以

外）

横断歩道橋点検（国道以外） 堺市  ■  ■  ■  ■          75 －

A01-161 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）臨海1号線 門型標識修繕（１基） 堺市  ■           9 策定済

A01-162 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪和泉泉南線・

北花田口歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-163 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺狭山線・大浜中

町歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-164 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺阪南線・石津川

西歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          15 策定済

27 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-165 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺富田林線・平尾

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-166 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・新金

岡北歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■          90 策定済

A01-167 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）八幡三宝線・三宝

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■          75 策定済

A01-168 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）宮山台若松台線・

若竹大橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

06km）

堺市  ■  ■  ■          70 策定済

A01-169 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台119号線・泉

ヶ丘No.3歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

07km）

堺市  ■  ■  ■         135 策定済

A01-170 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台123号線・光

明池地区センターNo.5-3

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■  ■         105 策定済

28 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-171 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台123号線・光

明池地区センターNo.5-4

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

08km）

堺市  ■  ■  ■         105 策定済

A01-172 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台121号線・茶

山台1号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■  ■          35 策定済

A01-173 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台124号線・茶

山台3号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■  ■  ■          85 策定済

A01-174 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）宮山台22号線・宮

前橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■  ■  ■          80 策定済

A01-175 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台125号線・ぴ

らかんさ橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

08km）

堺市  ■  ■  ■         155 策定済

A01-176 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・八

田西町歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          56 策定済

29 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-177 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪和泉泉南線・

霞ヶ丘歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-178 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪臨海線・諏訪

森歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■         100 策定済

A01-179 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）国道309号・菅生歩

道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-180 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）国道309号・黒山歩

道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-181 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）国道310号・榎橋歩

道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■          80 策定済

A01-182 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台123号線・光

明池地区センターNo.5-2

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

13km）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

30 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-183 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）砂道翁橋線・北瓦

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-184 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大浜陵西線・英彰

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-185 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）砂道扇橋線・九間

歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-186 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台線・えりか

橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-187 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）御池台22号線・す

ずむし橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-188 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）深井畑山宿院線・

たつさやま歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■          60 策定済

31 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-189 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺大和高田線・三

国ヶ丘歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-190 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺大和高田線・北

花田口跨線橋

長寿命化修繕（0.27km） 堺市  ■  ■  ■         120 策定済

A01-191 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台119号線・泉

ヶ丘No.1歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

06km）

堺市  ■  ■         135 策定済

A01-192 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）竹城台112号線・さ

くら橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■          20 策定済

A01-193 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）城山台102号線・え

にしだ橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          20 策定済

A01-194 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台124号線・鴨

谷台1号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

10km）

堺市  ■         450 策定済

32 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-195 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台125号線・鴨

谷台2号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■          60 策定済

A01-196 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）赤坂台113号線・あ

じさい橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■         120 策定済

A01-197 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）田出井東雲西101号

線・田出井東雲西歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

07km）

堺市  ■         350 策定済

A01-198 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）深坂52号線・上之

条橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■          20 策定済

A01-199 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台125号線・鴨

谷台3号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■         120 策定済

A01-200 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台122号線・光

明池地区センターNo.2歩

道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■          20 策定済

33 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-201 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台123号線・茶

山台2号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■         110 策定済

A01-202 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台119号線・泉

ヶ丘No.7歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■         120 策定済

A01-203 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台126号線・茶

山台4号歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

23km）

堺市  ■         480 策定済

A01-204 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）庭代台147号線・げ

んごろう橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■          20 策定済

A01-205 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）深坂50号線・土山

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■          20 策定済

A01-206 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）新檜尾台126号線・

光明北地区ペデストリア

ンデッキ

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■         300 策定済

34 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-207 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鴨谷台121号線・や

まぶき橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

02km）

堺市  ■  ■          40 策定済

A01-208 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台119号線・泉

ヶ丘No.8歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

11km）

堺市  ■  ■         400 策定済

A01-209 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）茶山台119号線・泉

ヶ丘No.2歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■          30 策定済

A01-210 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）片蔵長峯線・赤木

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■         130 策定済

A01-211 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）大庭寺101号線・こ

おろぎ橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■  ■          20 策定済

A01-212 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）三原台156号線・く

ぬぎ橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■          20 策定済

35 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-213 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）下田津久野2号線・

北山橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■         110 策定済

A01-214 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）毛穴1号線・高橋（

毛穴）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■         160 策定済

A01-215 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）毛穴堀上線・なか

よし橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■         100 策定済

A01-216 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）毛穴33号線・上田

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■          70 策定済

A01-217 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）石津川3号線・石津

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■         350 策定済

A01-218 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）北花田10号線・波

田橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■          90 策定済

36 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-219 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪臨海線・三光

川歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■         160 策定済

A01-220 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）田園辻之1号線・菰

田橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

01km）

堺市  ■  ■          50 策定済

A01-221 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）毛穴4号線・毛穴橋

（新田橋）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■         100 策定済

A01-222 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）戎島出島線・新栄

橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■          70 策定済

A01-223 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）浜寺石津諏訪森線

・太陽橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■         300 策定済

A01-224 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）石津上線・戎橋（

浜寺船尾）

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■         230 策定済

37 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-225 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）下田深井中町線・

下田橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

03km）

堺市  ■         160 策定済

A01-226 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪高石線・東雲

橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          30 策定済

A01-227 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （－）西藤井寺線・渡丈

橋

長寿命化修繕（0.03km） 堺市  ■  ■          30 策定済

A01-228 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）多治井小平尾2号線

・境河原橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■          30 策定済

A01-229 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）三原台横塚台線外 トンネル点検（2基） 堺市  ■          20 策定済

A01-230 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）国道310号外 門型標識等点検（71基） 堺市  ■  ■          50 策定済

A01-231 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

細池橋（上り）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■           8 策定済

38 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-232 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）大阪中央環状線・

細池橋（下り）

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■           8 策定済

A01-233 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・久

世歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

05km）

堺市  ■  ■          50 策定済

A01-234 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）泉大津美原線・原

寺歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

15km）

堺市  ■  ■          70 策定済

A01-235 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （主）堺かつらぎ線・堺

インターチェンジ歩道橋

長寿命化修繕・耐震補強（0.

04km）

堺市  ■  ■          50 策定済

A01-236 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）二条通1号線・二条

通1号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          20 策定済

A01-237 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）五条通1号線・五条

通1号線

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          20 策定済

39 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-238 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）野尻3号線・野尻2

号橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          20 策定済

A01-239 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）鳳10号線・鳳東1号

橋

長寿命化修繕（0.01km） 堺市  ■  ■          20 策定済

A01-240 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）さつき野西33号線

・けんこう橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■          20 策定済

A01-241 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）豊田10号線・多米

川橋

長寿命化修繕（0.02km） 堺市  ■  ■          40 策定済

A01-242 道路 一般 堺市 直接 堺市 国道 修繕 （国）国道310号・安井町

歩道橋

長寿命化修繕（１橋） 堺市  ■  ■          50 策定済

A01-243 道路 一般 堺市 直接 堺市 都道府

県道

修繕 （一）堺阪南線・石津川

駅前歩道橋

長寿命化修繕（１橋） 堺市  ■  ■          50 策定済

40 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-244 道路 一般 堺市 直接 堺市 市町村

道

修繕 （市）桃山台1号線・まん

りょう橋

長寿命化修繕・耐震補強（１

橋）

堺市  ■  ■          50 策定済

 小計      23,488

合計      23,488

41 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                   1,461                   1,323                   1,317                   1,146                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,461                   1,323                   1,317                   1,146                       0

前年度からの繰越額 (d)                     539                     774                     609                     632                     516

支払済額 (e)                   1,226                   1,488                   1,294                   1,263                     516

翌年度繰越額 (f)                     774                     609                     632                     515                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                     142                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                    7.98                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



計画の名称 市民の命と暮らしを守る橋梁等の長寿命化修繕並びに耐震強化事業（防災・安全）
計画の期間 平成２８年度～令和２年度　（５年間） 　堺市

（参考図面）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　No.1

交付団体

A01-001 松屋高架橋

A01-002 大浜高架橋

A01-003 諏訪森橋

A01-004 船尾川橋

A01-005 伊勢路川橋

A01-008・009 落合大橋（上・下）

A01-010・011 陶器川橋（上・下）

A01-012 戎島橋

A01-013 金岡跨線橋

A01-014 吾彦大橋

A01-015・016 新大和橋取付橋（上・下）

A01-017 萬歳橋

A01-018 北花田高架橋

A01-064 中央歩道橋

A01-065 新金岡南歩道橋

A01-019 長曽根4号橋

A01-020 梅大橋

A01-021 百舌鳥梅1号橋
A01-022 北條橋

A01-062 向ヶ丘東橋
A01-063 向ヶ丘中橋3-A-24 向ヶ丘西橋

A01-023 上野芝中学前歩道橋

A01-025 鳳北1号

A01-026 家原橋A01-027 鳳東5号橋

A01-028 文珠橋

A01-029 浜寺昭和8号橋

A01-030 南陵南橋

A01-031・032 東山橋（上・下）

A01-033 楢葉1号橋

A01-034・035 楢葉橋（上・下）

A01-036・037 深阪橋（上・下）

A01-041・042 見野山橋（上・下）

A01-038 高倉寺大橋
A01-039・040 三原大橋（上・下）

A01-043 信濃橋

A01-044 金岡14号橋

A01-057 出島橋

A01-045 少林寺橋

A01-046 三光川橋 A01-047 中百舌鳥5号橋

A01-048 平尾6号橋

A01-049 昭代橋

A01-050 榎小橋
A01-051 第二今池橋

A01-053 向陵橋

A01-052 けやき小橋

A01-054 宿屋橋

A01-055 勇橋

A01-056 相生橋

A01-058 I陸橋

A01-059 けやき橋

A01-060 中百舌鳥1号橋A01-061 中百舌鳥2号橋

A01-066 協和町デッキ

A01-080 栂大橋

A01-090･091 光明大橋（上･下）

A01-137・138 下黒山跨道橋（上・下）

A01-083･084 陶器川大橋（上・下）

A01-148 阪堺大橋

A01-097・098 西除大橋（上・下）

A01-131・132 原寺跨線橋（上・下）

A01-068 古川橋

A01-082 遠里小野橋

A01-067 下妙見橋

A01-074 西除橋

A01-088 みどり橋

A01-006・007 毛穴高架橋（上・下）

A01-093 吾妻橋

A01-092 新川橋

A01-110 光徳橋

A01-070小平尾橋

A01-072 中之谷大橋

A01-069 高橋（片蔵）

A01-071 奥川橋

A01-085 小野々井橋

A01-073 新大阪橋

A01-075 中橋（北余部）

A01-086 平田橋

A01-087 今池橋（常磐）

A01-077 さるすべり橋

A01-089 平尾5号

A01-078・079 榎橋（上・下）

A01-076 北条3号橋

A01-081 八下2号橋

A01-094 ざいふり橋

A01-096 小代橋

A01-099・100 西除大橋側道（上・下）

A01-101 新樋分橋

A01-102 八田橋

A01-103 天神橋

A01-104 野々井橋

A01-105 妙見橋

A01-130 維新橋

A01-107 柳原橋

A01-108 高橋（桧尾）

A01-109 重谷橋

A01-111 平池尻橋

A01-112 北野田10号橋

A01-113・114 新多治井橋（上・下）

A01-115 高松3号橋

A01-116 栄橋 A01-117 戎橋（戎島）

A01-118 落合橋

A01-119 今井新橋

A01-120 上神谷高架橋

A01-121 禅海寺橋

A01-122 新光竜寺橋

A01-123 栄橋（北野田）

A01-124 大庭寺東橋

A01-125 はぎ橋

A01-126 成美橋

A01-127 野々井中橋

A01-128 新こおろぎ橋

A01-129 多米川橋

A01-106 平尾大橋

A01-133 土佐屋橋

A01-134 泉ヶ丘大橋

A01-135 下川橋

A01-136 宮本橋

A01-139 百舌鳥橋

A01-140 平岡大橋歩道橋
A01-141 平岡大橋

A01-142 万﨑橋

A01-143 新金岡1号橋

A01-144 法雲寺橋

A01-145  中村9号橋A01-146 金岡19号橋

A01-147 金岡17号橋

A01-149 平尾北橋

A01-150 北小橋

A01-151 金岡11号橋

A01-153 長曽根1号橋

A01-154 立花橋

A01-152 真福寺6号橋

A01-095 光明池地区センターNo.5-1歩道橋

A01-155 阿弥陀橋

A01-226 東雲橋

A01-231、232

細池橋（上り、下り）

A01-228 境河原橋

A01-227 渡丈橋

A01-161 （市）臨海1号線



計画の名称 市民の命と暮らしを守る橋梁等の長寿命化修繕並びに耐震強化事業（防災・安全）
計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 　堺市

（参考図面）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　No.2

交付団体

A01-197 田出井東雲西歩道橋
A01-222 新栄橋

A01-219 三光川歩道橋

A01-223 太陽橋

A01-224 戎橋（浜寺船尾）

A01-225 下田橋

A01-213 北山橋

A01-171 光明池地区センターNo.5-4歩道橋

A01-200 光明池地区センターNo.2歩道橋

A01-182  光明池地区センターNo.5-2歩道橋
A01-170 光明池地区センターNo.5-3歩道橋

A01-212 くぬぎ橋

A01-194 鴨谷台１号歩道橋

A01-195 鴨谷台２号歩道橋

A01-199 鴨谷台３号歩道橋

A01-217 石津橋

A01-214 高橋（毛穴）
A01-221 毛穴橋（新田橋）
A01-215 なかよし橋

A01-216 上田橋

A01-220 菰田橋

A01-205 土山橋

A01-172 茶山台１号歩道橋

A01-201 茶山台２号歩道橋

A01-173 茶山台３号歩道橋

A01-203 茶山台４号歩道橋

A01-168 若竹大橋

A01-196 あじさい橋

A01-207 やまぶき橋

A01-174 宮前橋 A01-198 上之条橋

A01-191 泉ヶ丘No.1歩道橋
A01-209 泉ヶ丘No.2歩道橋

A01-169 泉ヶ丘No.3歩道橋

A01-202 泉ヶ丘No.7歩道橋
A01-208 泉ヶ丘No.8歩道橋

A01-206 光明北地区ペデストリアンデッキ

A01-193 えにしだ橋

A01-192 さくら橋

A01-210 赤木橋

A01-204 げんごろう橋

A01-175 ぴらかんさ橋

A01-211 こおろぎ橋

A01-218 波田橋

A01-162 北花田口歩道橋

A01-167 三宝歩道橋

A01-164 石津川西歩道橋

A01-165 平尾歩道橋

A01-166 新金岡北歩道橋

A01-163 大浜中町歩道橋

A01-176 八田西町歩道橋

A01-177 霞ヶ丘歩道橋

A01-178 諏訪森歩道橋

A01-179 菅生歩道橋

A01-180 黒山歩道橋

A01-181 榎橋歩道橋

A01-183 北瓦歩道橋
A01-184 英彰歩道橋

A01-185 九間歩道橋

A01-186 えりか橋
A01-187 すずむし橋

A01-188 たつさやま歩道橋

A01-189 三国ヶ丘歩道橋

A01-190 北花田口跨線橋

A01-233 久世歩道橋

A01-234 原寺歩道橋

A01-235 堺インターチェンジ歩道橋

A01-229（市）三原台横塚台線外

A01-230（国）国道310号外

A01-248 永山園歩道橋A01-242 安井町歩道橋

A01-247 七条通歩道橋
A01-251 向陵西歩道橋

A01-236 二条通１号橋
A01-237 五条通１号橋 A01-249 金岡歩道橋

A01-250 黒土歩道橋

A01-243 石津川駅前歩道橋
A01-238 野尻２号橋

A01-239 鳳東１号橋

A01-252 八田北町歩道橋

A01-246 大饗歩道橋

A01-240 けんこう橋

A01-244 まんりょう橋

A01-241 多米川橋

A01-156,157,253 橋梁点検

A01-158,160,254 横断歩道橋点検

A01-159 地下道（大型カルバート）点検



事前評価チェックシート
 計画の名称： 市民の命と暮らしを守る橋梁等の長寿命化修繕並びに耐震強化事業（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
１）上位計画等と整合性が確保されている。　（上位計画名：堺市マスタープラン、堺市地震防災アクションプラン等） 〇

I． 目標の妥当性
２）本市の課題を踏まえた目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
３）本市のまちづくりに必要な施策に位置づけられている。 〇

II． 計画の効果・効率性
１）計画の目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）定量的指標は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
３）定量的指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
４）計画の目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
５）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
６）十分な事業効果が確認・期待されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）関係機関等との連携が図られている。 〇

1  案件番号：


