
大 阪 府

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・大阪府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

大和川 大和川 一般河川改修事業 1,263　
≪大阪府

おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、柏原市
かしわらし

≪奈良県
ならけん

≫三郷町
さんごうちょう

、安堵町
あんどちょう

、川西町
かわにしちょう

、王寺町
おうじちょう

淀川 淀川 一般河川改修事業 2,249　
≪大阪府

おおさかふ

≫高槻市
たかつきし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、八幡市
やわたし

淀川 猪名川 流域治水整備事業 675　
≪大阪府

おおさかふ

≫豊中市
とよなかし

≪兵庫県
ひょうごけん

≫尼崎市
あまがさきし

、川西市
かわにしし

淀川 淀川 特定構造物改築事業 2,295　 大阪市
おおさかし

大和川 大和川 河川都市基盤整備事業 2,446　 堺市
さかいし

淀川 淀川 河川都市基盤整備事業 1,494　
≪大阪府

おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

大和川 総合水系環境整備事業 167　

≪大阪府
お お さ か ふ

≫大阪市
お お さ か し

、堺市
さかいし

、八尾市
や お し

、松原市
ま つ ば ら し

、柏原市
か し わ ら し

、

　　　　　   　藤井寺市
ふ じ い で ら し

≪奈良県
な ら け ん

≫奈良市
な ら し

、大和郡山市
や ま と こ お り や ま し

、三宅町
みやけちょう

、三郷町
さんごうちょう

、

　　　　　　   斑鳩町
いかるがちょう

、安堵町
あんどちょう

、川西町
かわにしちょう

、王寺町
おうじち ょう

、

               河合町
かわいちょう

、広陵
こうりょう

町
ちょう



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・大阪府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

淀川 総合水系環境整備事業 628　

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

、野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、城陽市
じょうようし

、京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、

　　　　　 　　木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、和束町
わづかちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、池田市
いけだし

、豊中市
とよなかし

、守口
もりぐち

市
し

、高槻市
たかつきし

、

　　　　　　 　寝屋川市
ねやがわし

、枚方市
ひらかたし

≪兵庫県
ひょうごけん

≫川西市
かわにしし

、伊丹市
いたみし

、尼崎市
あまがさきし

≪三重県
みえけん

≫名張市
なばりし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度当初予算　河川事業（補助・大阪府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

淀川
木津川、尻無川、六

軒家川、寝屋川
事業間連携河川事業 304　 大阪市

お お さ か し

淀川 住吉川、道頓堀川 事業間連携河川事業 910　 大阪市
お お さ か し

淀川 寝屋川
（寝屋川北部地下河川）

大規模特定河川事業 1,740　 大阪市
お お さ か し

淀川 寝屋川
（寝屋川流域調節池）

大規模特定河川事業 1,130　 東大阪市
ひがしおおさかし

淀川
恩智川

（法善寺遊水池）
大規模特定河川事業 770　 八尾市

や お し

、柏原市
か し わ ら し

淀川 余野川 大規模特定河川事業 86　 池田市
い け だ し

淀川 穂谷川 大規模特定河川事業 38　 枚方市
ひ ら か た し

大川 大川 大規模特定河川事業 16　 岬町
みさきちょう

大津川 牛滝川 大規模特定河川事業 64　 岸和田市
き し わ だ し

大和川 王子川 大規模更新河川事業 24　 泉大津市
いずみおおつし

淀川
寝屋川

（太間排水機場）
大規模更新河川事業 419　 寝屋川市

ね や が わ し

淀川 寝屋川
（平野川分水路排水機場）

大規模更新河川事業 25　 大阪市
お お さ か し

淀川 旧猪名川 大規模更新河川事業 196　 豊中市
と よ な か し



大阪府

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 10,500)

河川整備事業費 10,500 

　治水ダム等建設事業費補助

( 10,500)

　　建設工事 10,500 

( 10,500)

安威川ダム 10,500 

事項 ダム名 備　　　　考



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（大阪府 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

かめのせ かしわらし とうげ

大和川河川 亀の瀬 柏原市 峠 鋼管杭工 589

１箇所 589合計

所在地

地すべり対策



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 やまとがわ いしみがわだいろくしけい かわちながのし はとはら

砂防等事業 大和川 石見川第六支渓 河内長野市 鳩原 砂防堰堤工 20

よどがわ ふたかまみなみ たかつきし はら

淀川 二釜南 高槻市 原 砂防堰堤工 40

むこがわ きたがわ とよのぐん のせちょう てんのう

武庫川 北川 豊能郡 能勢町 天王 砂防堰堤工 20
よどがわ きたがわしせん かたのし ひがしくらじよんちょうめ

淀川 北川支川 交野市 東倉治四丁目 砂防堰堤工 10

かしいがわ しもおおぎだに いずみさのし おおぎ

樫井川 下大木渓 泉佐野市 大木 砂防堰堤工 10

5箇所 100合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（大阪府　1/1）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：大阪府 （単位：千円）

寝屋川流域下水道大規模雨水処理施
設整備事業

大阪府
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

5,658,478 2,829,239

安威川流域下水道大規模雨水処理施
設整備事業

大阪府
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

706,000 353,000

三宝処理区大規模雨水処理施設整備
事業

堺市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

3,395,000 1,697,500

石津処理区大規模雨水処理施設整備
事業

堺市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

786,600 393,300

庄内処理区大規模雨水処理施設整備
事業

豊中市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

446,000 223,000

城南・神田地区下水道床上浸水対策
事業

池田市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

907,000 453,500

川面処理区大規模雨水処理施設整備
事業

吹田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

500,000 250,000

津田・二色の浜雨水ポンプ場大規模
雨水処理施設整備事業

貝塚市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

126,000 63,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



湾岸中部処理区大規模雨水処理施設
整備事業

泉佐野市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

117,000 58,500

計 12,642,078 6,321,039



防災・安全交付金（河川事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西大阪地区　地震・高潮対策河
川事業（津波・高潮対策）

130,000

大阪地区　地震・高潮対策河川
事業（津波・高潮対策）

50,000

西大阪地区地震・高潮対策河川
事業（耐震対策）（道頓堀川）

30,000

特定構造物改築事業（道頓堀川
水門）

2,000

特定構造物改築事業（東横堀川
水門）

1,000

- 計 213,000

淀川水系神崎川広域河川改修
事業

351,500

淀川水系穂谷川広域河川改修
事業（穂谷川）

14,000

淀川水系芥川広域河川改修事
業（女瀬川）

15,000

淀川水系水無瀬川広域河川改
修事業（水無瀬川）

15,000

淀川水系檜尾川広域河川改修
事業（東檜尾川）

37,000

大和川水系飛鳥川広域河川改
修事業（飛鳥川）

10,000

石津川水系石津川広域河川改
修事業（石津川）

10,000

佐野川水系佐野川広域河川改
修事業（雨山川）

9,000

樫井川水系樫井川広域河川改
修事業（新家川）

7,000

猪名川圏域総合流域防災事業
（余野川ほか）

40,000

淀川圏域総合流域防災事業（前
川、天野川、寝屋川、旧淀川ほ
か）

65,000

大和川圏域総合流域防災事業
（石川ほか）

25,000

泉南圏域総合流域防災事業（春
木川、佐野川、東槇尾川、近木
川ほか）

5,000

猪名川圏域総合流域防災事業 5,000

淀川圏域総合流域防災事業 5,000

大和川圏域総合流域防災事業 5,000

泉南圏域総合流域防災事業 5,000
防災教育の実施 3,500

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進（防災・
安全）

大阪府

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

南海トラフ地震・大型台風をはじめとした総合
的な津波・高潮・老朽化対策の推進（第２期）
（防災・安全）緊急対策

大阪府

大阪市



避難行動支援事業（池田市、箕
面市、豊中市、吹田市、高槻
市、摂津市、大阪市、堺市、藤
井寺市、富田林市、千早赤阪
村、泉大津市、忠岡町、泉佐野
市、泉南市、熊取町、田尻町、
阪南市）

池田市、箕面市、
豊中市、吹田市、
高槻市、摂津市、
大阪市、堺市、藤
井寺市、富田林
市、千早赤阪村、
泉大津市、忠岡
町、泉佐野市、泉
南市、熊取町、田
尻町、阪南市

76,000

- 計 703,000

淀川水系余野川広域河川改修
事業（余野川）

25,000

淀川水系神崎川広域河川改修
事業（一庫・大路次川）

11,000

淀川水系神崎川広域河川改修
事業（山田川）

25,000

大和川水系石川広域河川改修
事業（大乗川）

33,000

大和川水系石川広域河川改修
事業（梅川、天見川）

29,000

大和川水系西除川広域河川改
修事業（西除川、落堀川）

63,000

大津川水系大津川広域河川改
修事業（牛滝川）

15,000

淀川水系寝屋川総合治水対策
特定河川事業

107,000

淀川圏域総合流域防災事業（前
川）

20,000

六軒家川特定構造物改築事業
（六軒家川水門）

2,000

正蓮寺川特定構造物改築事業
（正蓮寺川水門）

48,000

寝屋川特定構造物改築事業（治
水緑地・城北川寝屋川口水門・
南北地下河川）

25,000

恩智川特定構造物改築事業（花
園多目的遊水池・恩智川治水緑
地）

3,000

大川水系大川広域河川改修事
業（大川）

70,000

東大阪市流域貯留浸透事業 2,000
大東市流域貯留浸透事業 大東市 14,000
寝屋川市流域貯留浸透事業 寝屋川市 12,000
八尾市流域貯留浸透事業 八尾市 17,000

- 計 521,000

内川特定構造物改築事業（内川
排水機場）

7,000

大和川圏域総合流域防災事業
（狭間川）

40,000

大和川圏域総合流域防災事業
（百舌鳥川）

6,000

- 計 53,000

1,490,000

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進（防災・
安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進（防災・
安全）緊急対策

大阪府

東大阪市

堺市における災害に強い河川整備の推進（防
災・安全）

堺市



社会資本整備総合交付金（河川事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

統合河川環境整備事業（寝屋
川、大阪地区）

67,000

統合河川環境整備事業（樫井
川）

43,000

- 計 110,000

110,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

大阪府内河川の親水空間整備・水環境改善の推進
大阪府

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分を妨げる
ものではない



大阪府 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

古淵川第二支渓通常砂防事業 5,000

東川第三支渓通常砂防事業 15,000

牛滝川右１通常砂防事業 5,000

近木川第一支渓通常砂防事業 5,000

楠畑川第1支渓通常砂防事業 10,000

樽堂谷第一支渓通常砂防事業 5,000

国分東条第三支渓通常砂防事業 5,000

千早川支川千早川（７）通常砂防事業 32,100

父鬼川右第一支川通常砂防事業 5,000

畑第二渓通常砂防事業 10,000

小川第二支渓通常砂防事業 10,000

東谷通常砂防事業 10,000

天野川右１左四通常砂防事業 10,000

石見川支川寺川通常砂防事業 10,000

父鬼川左第七支川通常砂防事業 10,000

一の谷通常砂防事業 25,000

山畑川通常砂防事業 10,000

鬼虎川通常砂防事業 5,000

金熊寺川第５支渓通常砂防事業 5,000

上止々呂美（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

西野（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 12,150

猪名川圏域総合流域防災事業（砂防） 25,000

淀川圏域総合流域防災事業（砂防） 25,000

淀川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 21,000

大和川圏域総合流域防災事業（砂防） 25,000

泉南圏域総合流域防災事業（砂防） 30,000

効果促進事業 河内長野市 500

342,000

猪名川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 14,000

淀川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 14,000

大和川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 15,000

泉南圏域総合流域防災事業（基礎調査） 14,000

57,000

399,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図
と異なる配分を妨げるものではない

大阪府内の土砂災害防止法
に基づく基礎調査の推進（防
災・安全）

大阪府

大阪府内の水害・土砂災害
対策の推進（防災・安全）

大阪府

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

小計

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

泉州海岸堤防等老朽化対策緊
急事業

大阪府 20,500

- 計 20,500

20,500

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

既存施設の機能確保及び長寿命化対策の推
進（第２期）（防災・安全）緊急対策

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 大阪府 3,674,860
- 計 3,674,860

下水道施設の整備 大阪府 469,000
- 計 469,000

下水道施設の整備 大阪市 6,361,036
- 計 6,361,036

下水道施設の整備 大阪市 5,570,574
- 計 5,570,574

下水道施設の整備 堺市 989,420
- 計 989,420

下水道施設の整備 堺市 182,800
- 計 182,800

下水道施設の整備 岸和田市 280,630
- 計 280,630

下水道施設の整備 豊中市 781,375
- 計 781,375

下水道施設の整備 池田市 160,835
- 計 160,835

下水道施設の整備 池田市 13,500
- 計 13,500

下水道施設の整備 吹田市 198,463
- 計 198,463

下水道施設の整備 泉大津市 275,000
- 計 275,000

下水道施設の整備 泉大津市 75,500
- 計 75,500

下水道施設の整備 高槻市 289,500
- 計 289,500

下水道施設の整備 貝塚市 55,500
- 計 55,500

下水道施設の整備 守口市 142,136
- 計 142,136

下水道施設の整備 枚方市 93,300
- 計 93,300

下水道施設の整備 茨木市 448,172
- 計 448,172

下水道施設の整備 茨木市 167,200
- 計 167,200

下水道施設の整備 八尾市 6,500
- 計 6,500

下水道施設の整備 泉佐野市 58,500
- 計 58,500

下水道施設の整備 富田林市 56,895
- 計 56,895

下水道施設の整備 富田林市 47,700
- 計 47,700

下水道施設の整備 寝屋川市 607,400
- 計 607,400

下水道施設の整備 河内長野市 90,000
- 計 90,000

下水道施設の整備 松原市 19,500
- 計 19,500

吹田市下水道　安心・安全のまちづくり（その
２）（防災・安全）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

第３次大阪府流域下水道整備計画（防災・安
全）

第３次大阪府流域下水道整備計画（重点計画）
（防災・安全）

大阪市下水道・河川重点整備計画（防災・安
全）〔第3期〕

大阪市下水道・河川総合整備計画（防災・安
全）〔第3期〕

堺市公共下水道事業計画（防災・安全）（第Ⅲ
期）

堺市公共下水道事業重点計画（防災・安全）
（第Ⅲ期）（重点計画）

岸和田市公共下水道整備計画（その2）（防災・
安全）

豊中市における安心・安全な下水道整備計画
（防災・安全）

池田市　第３次　水の安全・安心基盤整備（防
災・安全）

池田市　水の安全・安心基盤整備（重点計画）
（防災・安全）

富田林市における安全・安心下水道改築計画
（その２）（防災・安全）

泉大津市下水道社会資本整備計画（重点計
画）（防災・安全）

泉大津市下水道社会資本整備計画（その２）
（防災・安全）

高槻市ともに支え合う安全・安心なまちづくり
（第２期）（防災・安全）

貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり
（その３）（防災・安全）

守口市公共下水道事業（その３）（防災・安全）

第３次枚方市安全・安心下水道整備計画（防
災・安全）

茨木市における総合的な下水道整備の推進
（その３）（防災・安全）

茨木市における総合的な下水道整備の推進
（その３）（重点計画）（防災・安全）

八尾市公共下水道整備事業（その３）（防災・安
全）

泉佐野市下水道整備計画（その３）（重点計画）
（防災・安全）

富田林市における安全・安心下水道改築計画
（その３）（防災・安全）

寝屋川市公共下水道の整備（その2）（重点計
画）（防災・安全）

河内長野市下水道における安全・安心な都市
生活の確保（その３）（防災・安全）

松原市における安心・安全な下水道整備（防
災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 松原市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 大東市 94,000
- 計 94,000

下水道施設の整備 箕面市 32,000
- 計 32,000

下水道施設の整備 柏原市 163,000
- 計 163,000

下水道施設の整備 羽曳野市 115,486
- 計 115,486

下水道施設の整備 門真市 285,950
- 計 285,950

下水道施設の整備 摂津市 200,000
- 計 200,000

下水道施設の整備 摂津市 16,765
- 計 16,765

下水道施設の整備 高石市 126,901
- 計 126,901

下水道施設の整備 高石市 10,500
- 計 10,500

下水道施設の整備 藤井寺市 146,624
- 計 146,624

下水道施設の整備 東大阪市 712,500
- 計 712,500

下水道施設の整備 泉南市 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 四條畷市 97,200
- 計 97,200

下水道施設の整備 交野市 29,000
- 計 29,000

下水道施設の整備 大阪狭山市 130,440
- 計 130,440

下水道施設の整備 大阪狭山市 12,300
- 計 12,300

下水道施設の整備 阪南市 1,600
- 計 1,600

下水道施設の整備 島本町 95,095
- 計 95,095

下水道施設の整備 豊能町 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 忠岡町 42,000
- 計 42,000

下水道施設の整備 熊取町 15,400
- 計 15,400

下水道施設の整備 田尻町 7,500
- 計 7,500

下水道施設の整備 太子町 8,609
- 計 8,609

下水道施設の整備 河南町 4,000
- 計 4,000

高石市公共下水道整備計画（その２）（防災・安
全）

松原市における安心・安全な下水道整備(重点
計画)(防災・安全)

大東市下水道　安全・安心な基盤整備の推進
（防災・安全）

箕面市における水の安全・安心な下水道整備
の推進（第Ⅱ期）（防災・安全）

かしわら安全・安心な下水道整備計画（その２）
（重点計画）（防災・安全）

羽曳野市流域関連公共下水道事業計画（その
２）（防災・安全）

門真市公共下水道事業計画（その２）（防災・安
全）

摂津市公共下水道事業計画（その２）（重点計
画）（防災・安全）

摂津市公共下水道事業計画（その２）（防災・安
全）

忠岡町公共下水道整備計画（重点計画）（防
災・安全）

高石市公共下水道整備計画（その２）（重点計
画）（防災・安全）

藤井寺市の安全・安心を実現する下水道（防
災・安全）

東大阪市における下水道による安全・快適に
暮らせるまちづくり（その３）（防災・安全）

泉南市公共下水道整備計画（その２）（防災・安
全）

四條畷市公共下水道整備計画（その２）（防災・
安全）

交野市域の継続的な改築・更新を行い災害に
強いまち作りの推進（その２）（防災・安全）

いつまでも快適な下水道　大阪狭山市（その３）
（防災・安全）

大阪狭山市における民間活力を導入した計画
的な管路改築事業（その２）（防災・安全）

安定した暮らしを支える供給処理システムの充
実（その３）（防災・安全)

島本町安全で安心できるまちづくり（その３）（防
災・安全）

豊能町　下水道による水環境の保全とその保
持（防災・安全）

利便性が高く安全で安心なまちづくり（その４）
（防災・安全）

田尻町における安全な循環のみちの実現（そ
の３）（防災・安全）

太子町流域関連公共下水道事業計画（防災・
安全）

河南町における下水道整備（その１）（防災・安
全）



防災・安全交付金（下水道事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 千早赤阪村 10,000

- 計 10,000

23,494,666

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない

千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画（そ
の３）（防災・安全）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 大阪府 3,093,849
- 計 3,093,849

下水道施設の整備 大阪市 1,568,390
- 計 1,568,390

下水道施設の整備 岸和田市 99,683
- 計 99,683

下水道施設の整備 吹田市 45,600
- 計 45,600

下水道施設の整備 泉大津市 7,500
- 計 7,500

下水道施設の整備 高槻市 9,500
- 計 9,500

下水道施設の整備 貝塚市 330,000
- 計 330,000

下水道施設の整備 枚方市 21,000
- 計 21,000

下水道施設の整備 茨木市 6,400
- 計 6,400

下水道施設の整備 八尾市 182,000
- 計 182,000

下水道施設の整備 泉佐野市 385,000
- 計 385,000

下水道施設の整備 富田林市 137,800
- 計 137,800

下水道施設の整備 河内長野市 130,000
- 計 130,000

下水道施設の整備 松原市 45,750
- 計 45,750

下水道施設の整備 和泉市 157,500
- 計 157,500

下水道施設の整備 和泉市 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 箕面市 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 柏原市 38,000
- 計 38,000

下水道施設の整備 羽曳野市 86,000
- 計 86,000

下水道施設の整備 摂津市 34,000
- 計 34,000

下水道施設の整備 高石市 16,500
- 計 16,500

下水道施設の整備 藤井寺市 90,000
- 計 90,000

下水道施設の整備 泉南市 69,450
- 計 69,450

下水道施設の整備 四條畷市 18,500
- 計 18,500

下水道施設の整備 四條畷市 3,500
- 計 3,500

下水道施設の整備 交野市 43,000
- 計 43,000

泉佐野市下水道整備計画（その３）（重点計
画）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

第３次大阪府流域下水道整備計画

大阪市下水道・河川総合整備計画〔第3期〕

岸和田市公共下水道整備計画（その2）

吹田市下水道　水循環のまちづくり（その２）

泉大津市下水道社会資本整備計画（その２）

高槻市きれいな水と快適なくらしを守る下水道
（第２期）

貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづく
り（その３）（重点計画）

第３次枚方市下水道整備計画

茨木市における総合的な下水道整備の推進
（その３）

八尾市公共下水道整備事業（その３）

泉南市公共下水道整備計画（その２）

富田林市における下水処理対策の推進（その
３）

河内長野市における循環のみちの実現（その
３）

松原市公共下水道事業（その３）

和泉市における安全で快適な生活環境づくり
（その３）（重点計画）

和泉市における安全で快適な生活環境づくり
（その３）

箕面市における総合的な下水道整備の推進
（第Ⅱ期）

かしわら清流再生プロジェクト～あゆの帰って
来たまち柏原～（その３）

羽曳野市流域関連公共下水道事業計画（その
３）

摂津市公共下水道事業計画（その２）

高石市公共下水道整備計画（その３）（重点計
画）

藤井寺市における水環境整備事業（その３）

四條畷市公共下水道整備計画（その２）

四條畷市公共下水道整備計画（重点計画）

交野市域の快適な暮らしを実現する下水道整
備の推進（その３）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 阪南市 23,200
- 計 23,200

下水道施設の整備 島本町 53,500
- 計 53,500

下水道施設の整備 能勢町 39,000
- 計 39,000

下水道施設の整備 忠岡町 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 熊取町 112,200
- 計 112,200

下水道施設の整備 岬町 23,350
- 計 23,350

下水道施設の整備 河南町 7,000
- 計 7,000

6,922,172

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分を
妨げるものではない

安定した暮らしを支える供給処理システムの
充実（その３）

島本町安全で安心できるまちづくり（その３）

きれいな小川とくらしでまちを元気にする能勢
町下水道（その３）

忠岡町公共下水道整備計画(その２)

利便性が高く安全で安心なまちづくり（その３）
（重点計画）

岬町の公共下水道整備計画（その３）

河南町における下水道整備（その１）

合計


