
千円 千円

一般会計合計 32,302,000 33,471,000

特別会計合計 2,190,000 2,179,000

（うち雇用対策事業特別会計10,000）

1 道路事業 17,264,497 18,516,346

道 路 維 持 ・ 管 理 公共事業評価 5,385 5,860

放置自転車対策 241,840 295,997

地籍調査 24,000 15,000

道路維持補修等 2,752,825 2,482,654

清掃・除草，舗装道補修など

ＬＥＤ道路照明灯設置 <政策枠>

舗装アセットマネジメント

国庫補助金を活用した舗装補修　

京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業 <政策枠> 12,000 3,500

石畳舗装維持補修 <政策枠> 42,400 85,000

六原経１６号線，新橋通，弥栄経１０号線

前年度予算額

＜ 建 設 局 所 管 ＞

本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 523,100 436,000

嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区 <政策枠>

　京都日吉美山線（愛宕街道）

嵯峨・嵐山地区 <政策枠>

　宇多野嵐山山田線他（渡月橋南詰）

上京小川歴史的景観保全修景地区

　油小路通（小川通）

上京北野界わい景観整備地区

　翔鸞緯７号線（上七軒通）

清水寺周辺地区

　松原通

道路特別整備 2,533,380 5,083,400

国　　道　　国道１６２号（栗尾バイパス)

地 方 道　　京都広河原美山線（二ノ瀬バイパス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

道路改良 662,110 691,373

大山崎大枝線など

（建設局－1）



千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 1,565,740 973,810

いのちを守る橋りょう健全化プログラム

　耐震補強　　 <政策枠>

　　御池大橋，九条跨線橋など

　老朽化修繕

    菊屋橋，京川橋など

災害防除（道路に面する斜面等の防災対策）

　防災カルテの更新，国道１６２号 <政策枠>

　上黒田貴船線，西陣杉坂線など

交通バリアフリー対策等 355,620 213,100

京都地区，東山地区など

烏丸通・緑の道路環境整備事業 <政策枠> 20,400 -

自転車通行環境の整備

自転車通行環境整備事業 <政策枠> 47,000 -

御池通

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 <政策枠> 18 600 -

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクトの予算状況

23年度2月補正 306,076

24年度当初予算 1,565,740

合 計 1,871,816

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 <政策枠> 18,600

七条通

国直轄事業負担金 国道１号，９号，２４号，１７１号，４７８号 6,000,000 5,000,000

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 1,530,000 2,160,000

2 街路事業 7,501,182 7,283,315

街 路 整 備 重要幹線街路整備 1,381,800 1,441,300

向日町上鳥羽線，鴨川東岸線，梅津太秦線，

本町下高松通，賀茂川紫竹線など

幹線街路整備 619,734 569,351

向日町上鳥羽線，本町下高松通，賀茂川紫竹線など

京阪本線淀駅周辺整備 2,670,200 2,739,054

阪急京都線連続立体交差化事業 2,780,500 2,473,200

事業区間　桂駅南側～東向日駅北側

京都高速道路３路線の抜本的見直し <政策枠> 15,000 -

（建設局－2）



千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

3 浸水防除事業 2,272,275 2,011,155

河川排水路維持・ 普通河川改良 238,000 216,000

整備 竹田川，奥殿川など

高瀬川再生プロジェクト <政策枠> 53,000 15,000

排水路改修 194,380 122,460

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 3,300 -

<政策枠>

排水機場維持補修（耐震改修）

都 市 河 川 整 備 都市河川整備 1,186,850 1,111,674

西羽束師川，新川，西高瀬川，七瀬川，旧安祥寺川など

4 緑化推進 2,263,972 2,239,012

公園緑地維持管理 公園緑地維持管理 1,371,609 1,299,458

公園の維持管理

　公園愛護協力会との共汗による美化推進

  ナラ枯れ対策 <新　規>

街路樹等の育成管理

紅葉街路樹二段階剪定　紅葉街路樹二段階剪定

　街路樹リフレッシュ計画の策定 <新　規>

大宮交通公園運営 18,500 18,500

公 園 緑 地 整 備 緑の基本計画に基づく緑化推進 13,590 10,345

市民との共汗による緑化推進

　まちなか緑化助成事業

  市民の記念植樹奨励制度

　保存樹等指定に伴う市街地の緑地保全事業

　スポンサー花壇

緑視環境向上プロジェクト　 <政策枠> 46,600 111,000

桜景観創造プロジェクト

市民公募型緑化推進事業

烏丸通・緑の道路環境整備事業 41,500 -

道路の森づくり <政策枠>

歩道のユリノキ並木再生 <新　規>

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 <政策枠> 11,400 39,500

梅小路公園の再整備

（建設局－3）



千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

その他公園整備 759,750 740,949

橘公園，新十条相深１号公園（仮称）など

5 土地区画整理事業 815,100 1,200,796

公共団体区画整理補 公共団体区画整理補助事業 657,599 660,312

助事業 施行地区　伏見西部第四地区，上鳥羽南部地区など

組合区画整理補助事 組合区画整理補助事業 54,664 350,800

業 施行地区　洛北第三地区

6 土地区画整理事業

　　特別会計 144,000 67,000

事業費など 144,000

施行地区　伏見西部第三・第四地区

7 市街地再開発事業 469,956 501,278

市街地再開発事業 山科駅前地区公共施設維持管理 411,745 442,593

健康文化施設，地下道，交通広場

施設建築物維持管理費負担金など

山科駅自転車等駐車場維持管理 47 636 48 565山科駅自転車等駐車場維持管理 47,636 48,565

8 駐車場事業 1,715,018 1,719,098

駐 車 場 運 営 管 理 駐車場運営 234,018 237,098

路外駐車場２か所，観光駐車場４か所

駐車場事業特別会計繰出金 1,481,000 1,482,000

9 駐車場事業特別会計 2,036,000 2,099,000

出町駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　59,740

御池駐車場維持管理　　　　　　　　　　 　　212,433

山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　 　　　 89,167

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,674,660

一般会計からの繰入金 1,481,000 1,482,000

（建設局－4）


