
千円 千円

一般会計合計 30,528,000 31,060,629

特別会計合計 1,941,000 2,165,000

1 道路事業 13,104,442 16,277,068

道 路 維 持 ・ 管 理 公共事業評価 5,194 5,303

放置自転車対策 198,704 203,405

市庁舎前広場における機械式地下自転車駐車場の整備 138,800 -

<政策枠>

道路維持補修等 3,726,926 2,955,026

清掃・除草，舗装道補修など

ＬＥＤ道路照明灯の設置（更新・新設） <政策枠>

交通安全対策

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　

道路ストック総点検

京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業 18,000 21,000

項　　　目 本年度予算額前年度予算額

＜ 建 設 局 所 管 ＞

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

石畳舗装維持補修 76,800 54,000

六原経１６号線，辰巳通

「歩いて楽しいまちなかゾーン」の推進 <政策枠> 40,500 36,400

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 367,200 204,400

宇多野嵐山山田線（長辻通） <政策枠>

三条通（河原町通～三条大橋西詰） <政策枠>

銀閣寺周辺地区

　銀閣寺宇多野線（銀閣寺道）

油小路通（小川通）

道路特別整備 1,011,030 2,561,350

国　　道　　国道１６２号（栗尾バイパス)

地 方 道　　大山崎大枝線

　　　　　　　　　　　など

道路改良 755,395 626,390

城南宮道，羽束師橋関連道路など

（建設局－1）



千円 千円

項　　　目 本年度予算額前年度予算額主　　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 3,868,311 2,160,146

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 <政策枠>

    京川橋，丹波橋など

災害防除（道路に面する斜面等の防災対策）

　国道１６２号，国道３６７号など <政策枠>

　上黒田貴船線，醍醐大津線など

交通バリアフリー対策等 221,152 334,896

桃山御陵前地区，京阪藤森地区など

烏丸通・緑の道路環境整備事業 13,300 40,900

実証実験など

岡崎地域活性化ビジョンの推進～左京区岡崎における神宮 40,158 -

道と公園の再整備～ <政策枠>

道路整備

国直轄事業負担金 国道１号，９号，２４号，１７１号 950,000 4,600,000

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 700,000 1,386,000

2 街路事業 7,973,867 6,571,093

街 路 整 備 重要幹線街路整備 1,513,475 2,093,150

本町下高松通，中山石見線，鴨川東岸線，北泉通など

幹線街路整備 89,322 485,606

本町下高松通，中山石見線

阪急京都線連続立体交差化事業 2,501,800 1,741,700

事業区間　桂駅南側～東向日駅北側

京都駅南口駅前広場の整備（八条通） <政策枠> 1,404,100 -

機械式地下自転車駐車場，駅前広場等の整備

「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 2,443,000 429,000

四条通歩道拡幅事業

3 浸水防除事業 1,987,176 2,368,523

河川排水路維持・ 普通河川改良 182,199 305,070

整備 第二太田川，若狭川など

（建設局－2）



千円 千円

項　　　目 本年度予算額前年度予算額主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

高瀬川再生プロジェクト 61,000 76,100

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 128,500 9,000

普通河川整備プログラム

　普通河川緊急対策 <政策枠>

排水機場耐震改修 <政策枠>

市民のくらしを守る～河川浸水対策事業～ 924,670 620,180

河川維持補修

排水機場維持補修

排水機場機能調査

有栖川右岸流域（梅津地区）浸水対策検討

排水路改修 162,302 140,460

都 市 河 川 整 備 都市河川整備 295,204 1,007,417

旧安祥寺川，西羽束師川，新川，西高瀬川など

4 緑化推進 2,564,666 2,428,135

公園緑地維持管理 公園維持管理 955,526 940,224

公園愛護協力会との共汗による美化推進

ナラ枯れ被害対策

大宮交通公園等運営

街路樹等育成管理 466,812 446,324

紅葉街路樹二段階剪定

公 園 緑 地 整 備 緑の基本計画に基づく緑化推進 18,700 18,779

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事業

　保存樹等指定に伴う市街地の緑保全事業

　スポンサー花壇

花と緑あふれるまちづくり～緑視環境向上プロジェクト～ 464,000 435,600

紅葉景観創造事業 <政策枠>

街路樹整備事業～道路の森づくり～

　北山通（旭丘中学校付近～紫竹西通）

　西大路通（ＪＲ山陰本線～九条通）

　新城南宮道（西高瀬川～千本通）

街路樹整備事業～花の道づくり～　　

　紫明通（堀川通～加茂街道）

　七条通（ＪＲ山陰本線～大宮通）

　新城南宮道（油小路通～近鉄京都線）

（建設局－3）



千円 千円

項　　　目 本年度予算額前年度予算額主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

ケヤキ並木保全・創造プロジェクト

　白川通，堀川通，野大路通，新林本通，御池通

桜景観創造プロジェクト

　琵琶湖疏水沿（岡崎）

市民公募型緑化推進事業

宝が池公園新景観創造事業 2,730 3,000

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 45,191 350,000

小坂公園，西新屋敷公園のバリアフリー化整備

岡崎地域活性化ビジョンの推進～左京区岡崎における神宮 145,642 -

道と公園の再整備～ <政策枠>

公園整備

名勝円山公園保存管理計画策定 <政策枠> 3,200 -

その他公園整備 462,865 194,208

洛北第二２号公園（仮称）など

5 土地区画整理事業 917,176 1,080,534

公共団体区画整理補 公共団体区画整理補助事業 571,484 700,136

助事業 施行地区　伏見西部第四・第五地区など

6 土地区画整理事業

　　特別会計 88,000 124,000

事業費など       　　　　　　　　　         88,000

施行地区　洛北第二地区，伏見西部第三・第四地区

7 市街地再開発事業 597,634 467,652

市街地再開発事業 山科駅前地区公共施設維持管理 351,550 373,464

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

山科駅前地区公共施設等修繕 170,192 36,429

山科駅自転車等駐車場維持管理 48,889 47,636

8 駐車場事業 1,583,039 1,767,624

駐 車 場 運 営 管 理 駐車場運営 352,039 253,624

路外駐車場２か所，観光駐車場４か所

（建設局－4）



千円 千円

項　　　目 本年度予算額前年度予算額主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

駐車場事業特別会計繰出金 1,231,000 1,514,000

9 駐車場事業特別会計 1,853,000 2,041,000

出町駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　82,449

御池駐車場維持管理　　　　　　　　　　 　　270,430

山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　 　　 　82,362

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,417,759

一般会計からの繰入金 1,231,000 1,514,000

10 災害対策事業 1,800,000 100,000

災 害 復 旧 土木災害復旧 1,800,000 100,000

（建設局－5）


