
【交野市】道路の整備に関するプログラム
【P33：道路施設の適確な老朽化・地震対策（防災・安全）】道路・街路事業　事業一覧表

入力 選択 入力 入力 選択 選択 入力

2018～2022 2023～2027

1 A1-141 道路 星田阿茶谷線(妙見橋)

L=4.8m,W=5.8
主構造（断面修復）/床版
（断面補修）/下部工（断面
修復）/維持対応

完了 10

2 A1-142 道路 私市獅子屈寺線(岩屋橋)

L=24.8m,W=2.1
下部工（断面修復）/モルタ
ル補修/排水管交換/維持対
応

完了 47

3 A1-143 道路 倉治20号線(無名橋)
L=2.8m,W=7.4
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 9

4 A1-144 道路 向井田5号線(無名橋)

L=2.6m,W=6
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/モルタル補修
/維持対応

完了 10

5 A1-145 道路 郡津４号線(無名橋2)
L=5.7m,W=2.2
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（断面修復）/維持対応

完了 6

6 A1-146 道路 私部５５号線(無名橋)
L=3.1m,W=4.25
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 18
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7 A1-147 道路 星田私市線(私市橋)

L=38m,W=14.8
主構造（ひびわれ注入）/床
版（ひびわれ注入）/床版防
水/下部工（断面修復）/維
持対応

完了 41

8 A1-148 道路 星田山手３０号線(夫婦石橋)

L=14.1m,W=12
主構造（断面修復）/床版
（断面補修）/床版（ひびわ
れ注入）/下部工（ひびわれ
注入）/維持対応

完了 9

9 A1-149 道路 私部西線(無名橋)
L=4.8m,W=14
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）

完了 10

10 A1-150 道路 私部郡津線(無名橋2)

L=13.25m,W=3
桁塗装（全面）/床版（塗
装）/下部工（断面修復）/
維持対応

完了 5

11 A1-151 道路 私部郡津線(無名橋3)

L=5.3m,W=6.7
主構造（断面修復）/主構造
（ひびわれ注入）/床版（断
面補修）/下部工（断面修
復）/高欄交換

完了 12

12 A1-152 道路 警察学校線(無名橋)
L=3.9m,W=9.1
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 15

13 A1-153 道路 星田山手１号線(出入橋)

L=14m,W=4.4
主構造（断面修復）/床版
（ひびわれ注入）/下部工
（断面修復）/モルタル補修
/維持対応

完了 11
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14 A1-154 道路 天野が原町私部線(無名橋3)

L=6.5m,W=6.2
主構造（断面修復）/床版
（ひびわれ注入）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 12

15 A1-155 道路 倉治４８号線(無名橋)

L=5.8m,W=4.8
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（断面修復）/モルタル
補修/維持対応

完了 5

16 A1-156 道路 星田山手３４号線(無名橋)

L=5.7m,W=7.5
主構造（断面修復）/主構造
（ひびわれ注入）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 7

17 A1-157 道路 天野が原町私部線(無名橋1)

L=5.2m,W=9
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/下部工（ひび
われ注入）/維持対応

完了 6

18 A1-158 道路 寺１７号線(無名橋)

L=4.1m,W=3.5
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/下部工（ひび
われ注入）/維持対応

完了 6

19 A1-159 道路 郡津１号線(無名橋)
L=3.9m,W=4.35
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 11

20 A1-160 道路 郡津４号線(無名橋1)
L=3.4m,W=3.1
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/維持対応

完了 7
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21 A1-161 道路 郡津８３号線(無名橋)

L=2.8m,W=8
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（断面修復）/モルタル
補修/維持対応

完了 6

22 A1-162 道路 天野が原町５１号線(無名橋2)

L=2.7m,W=4.5
主構造（断面修復）/主構造
（ひびわれ注入）/床版（ひ
びわれ注入）/下部工（断面
修復）/維持対応

完了 7

23 A1-163 道路 幾野３１号線(無名橋)

L=2.5m,W=6.6
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/高欄交換/維
持対応

完了 9

24 A1-164 道路 星田２７号線(無名橋)

L=2.3m,W=5
主構造（断面修復）/下部工
（断面修復）/下部工（ひび
われ注入）/維持対応

完了 7

25 A1-165 道路 私部西線(鳥ケ坪橋)

L=9.8m,W=14.8
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（ひびわれ注入）/維持
対応

完了 5

26 A1-166 道路 星田山手３１号線(傍示川橋)

L=7.8m,W=14.4
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（ひびわれ注入）/維持
対応

完了 4

27 A1-167 道路 私部西線(西ノ口栄橋)
L=7m,W=9.1
主構造（ひびわれ注入）/維
持対応

完了 4
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28 A1-168 道路 私部春日線(無名橋2)
L=6m,W=12
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（断面修復）/維持対応

完了 6

29 A1-169 道路 星田山手３０号線(無名橋)

L=4.9m,W=11.8
主構造（ひびわれ注入）/下
部工（ひびわれ注入）/維持
対応

完了 4

30 A1-170 道路 星田私市線(無名橋)
L=4.4m,W=16.97
主構造（ひびわれ注入）/維
持対応

完了 4

31 A1-171 道路 私部春日線(無名橋5)
L=4.1m,W=4.5
主構造（断面修復）/維持対
応

完了 6

32 A1-172 道路 私部春日線(無名橋1)
L=3m,W=12
主構造（断面修復）/主構造
（ひびわれ注入）/維持対応

完了 4

33 A1-173 道路 私部春日線(無名橋3)
L=2.6m,W=4.74
下部工（断面修復）/維持対
応

完了 3

34 A1-174 道路 私部春日線(無名橋4)
L=2.2m,W=4
下部工（断面修復）/下部工
（ひびわれ注入）/維持対応

完了 3
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