
一般府道（自転車道含む）

路線番号 路線名 管理する土木事務所名

104  宿野下田線 池田

106  吉野下田尻線 池田

109  余野車作線 池田、茨木

110  余野茨木線 池田、茨木

112  絹延橋停車場線 池田

113  伊丹池田線 池田

114  忍頂寺福井線 茨木

115  萩谷西五百住線 茨木

116 豊能池田線 池田

119  箕面摂津線 池田、茨木

120  山田上小野原線 池田、茨木

121  吹田箕面線 池田、茨木

125  安満前島線 茨木

126  総持寺停車場線 茨木

127  摂津富田停車場線 茨木

129  南千里茨木停車場線 茨木

132  高槻茨木線 茨木

133  鳥飼八丁富田線 茨木

134  熊野大阪線 池田、茨木

135  豊中摂津線 茨木

136  茨木停車場線 茨木

138  三島江茨木線 茨木

139  枚方茨木線 茨木、枚方

142  正雀停車場線 茨木

143  沢良宜東千里丘停車場線 茨木

144  杉田口禁野線 枚方

145  豊中吹田線 池田、茨木

147  正雀一津屋線 茨木

148  木屋交野線 枚方

149  木屋門真線 枚方

151  相川停車場線 茨木

152  庄本牛立線 池田

154  私市太秦線 枚方

155  北大日竜田線 枚方

156  金田門真停車場線 枚方

157  星田停車場線 枚方

158  守口門真線 枚方

159  平野守口線 枚方

160  四條畷停車場線 枚方

161  深野南寺方大阪線 枚方

162  大東四條畷線 枚方



163  野崎停車場線 枚方

166  鴻池新田停車場線 枚方、八尾

167  鴻池新田停車場鴻池線 八尾

168  石切大阪線 八尾

170  枚岡停車場線 八尾

172  布施停車場線 八尾

173  大阪八尾線 八尾

174  八尾道明寺線 八尾、富田林

177  東高安停車場線 八尾

178 八尾停車場線 八尾

179  住吉八尾線 八尾、富田林

181  山本黒谷線 八尾

182  柏村南本町線 八尾

183  本堂高井田線 八尾

184  柏原停車場大県線 八尾

186  大阪羽曳野線 富田林

187  大堀堺線（※） 富田林

188  郡戸大堀線 富田林

189  道明寺停車場線 富田林

190  西藤井寺線 富田林

191  島泉伊賀線 富田林

192  我堂金岡線 富田林

198  河内長野美原線 富田林

200  上河内富田林線 富田林

201  甘南備川向線 富田林

202  森屋狭山線 富田林

203  富田林狭山線 富田林

204  堺阪南線 鳳、岸和田

208  堺泉北環状線 鳳

209  東阪三日市線 富田林

211  中津原寺元線 富田林

213  羽衣停車場線 鳳

214  河内長野千早城跡線（※） 富田林

216  和田福泉線 鳳

217  大野天野線 富田林

218  河内長野かつらぎ線 富田林

219  信太高石線（※） 鳳

220  高石停車場線 鳳

221  加賀田片添線 富田林

223  三林岡山線（※） 鳳、岸和田

225  大津港線 鳳

226  父鬼和気線 鳳

227  和気岸和田線 鳳、岸和田

228  槇尾山仏並線 鳳



229  田治米忠岡線 鳳、岸和田

230  春木岸和田線（※） 鳳、岸和田

231  春木大町線 岸和田

237  東貝塚停車場線 岸和田

239  水間和泉橋本停車場線 岸和田

240  和泉橋本停車場線 岸和田

241  泉佐野熊取線 岸和田

247  土丸栄線 岸和田

248  日根野羽倉崎線 岸和田

250  鳥取吉見泉佐野線 岸和田

251  新家田尻線 岸和田

252  大苗代岡田浦停車場線 岸和田

253  岡田浦停車場線 岸和田

254  和泉砂川停車場線 岸和田

255  樽井停車場樽井線 岸和田

256  東鳥取南海線 岸和田

258  尾崎停車場線 岸和田

259  淡輪停車場線 岸和田

261 自然田鳥取線 岸和田

601  杉生能勢線 池田

602  島能勢線 池田

603  能勢猪名川線 池田

604  野間出野一庫線 池田

605  国崎野間口線 池田

606  西宮豊中線 池田

701  中垣内南田原線 枚方

702  大阪枚岡奈良線 八尾

703  香芝太子線 富田林

704  竹内河南線 富田林

705  富田林五条線 富田林

731  天王亀岡線 池田

732  亀岡能勢線 池田

733  柚原向日線 茨木

734  柳谷島本線 茨木

735  長尾八幡線（※） 枚方

736  交野久御山線（※） 枚方

751  木ノ本岬線 岸和田

752 和歌山阪南線 岸和田

801 大阪吹田自転車道線 枚方

802 八尾河内長野自転車道線 八尾、富田林

804 北河内自転車道線 枚方

（※）については、（新）路線、（旧）路線を含みます。


