
注　上段（　）は肉付補正額で内数

千円 千円

一般会計合計 36,374,000 50,124,000

特別会計合計 3,886,000 11,056,000

1 道路事業 15,904,424 17,105,161

道 路 維 持 ・ 管 理 公共事業評価 7,500 7,500

新規採択時評価，再評価，事後評価

世界水フォーラムポスト事業 6,000 3,000

第５回世界水フォーラム（トルコ）参加など

放置自動車対策 7,808 7,076

放置自転車対策 173,795 177,199

放置原動機付自転車対策 2,488 7,208

放置自転車防止啓発事業 20,000 20,000

（雇用対策事業）

自転車駐車場付近での直接指導

自転車等駐車場維持管理 247,553 201,658

都心部放置自転車等対策アクションプログラム推進事業 388,478 361,800

道路維持補修等 2,450,258 2,396,400

清掃・除草，舗装道補修，交通安全施設整備など

舗装アセットマネジメント

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 1,390,900 1,449,000

整備

(新規） 

　上賀茂伝統的建造物群保存地区 <重点枠>

　　上賀茂山端線

　嵯峨・嵐山地区 <重点枠>

　　宇多野嵐山山田線他

　産寧坂伝統的建造物群保存地区 <重点枠>

　　八坂通

　下鴨京都停車場線（河原町通） <新　規>

前年度予算額

＜ 建 設 局 所 管 ＞

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

(3,015,000)

(1,626,250)

(92,750)

(808,500)

本年度予算額

（建設局－1）



千円 千円

前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額

(継続)

　一般国道３６７号（北大路通）

　鹿ケ谷嵐山線（丸太町通）

京都市無電柱化推進会議（仮称）運営

都の道デザイン指針検討 <新　規> 8,000

道路デザインにおける京都らしさと統一性の検討

「都の道デザイン指針」及び「実施マニュアル」の策定

道路特別整備 1,446,000 1,611,000

(新規)

　橋りょう　　七瀬橋

(継続)

　国　　道　　国道１６２号（川東)

　地 方 道　　大山崎大枝線

　橋りょう　　西砂川橋

　　　　　  　　　　など

道路改良 1,387,700 2,010,750

(新規)

　下鴨静原大原線，千束御室線 <新　規>

(継続)

　小山大宅線，京都広河原美山線（鞍馬北）など

橋りょう改修 721,200 853,500

補修・改良

　九条跨線橋，桃山高架橋など

橋りょう基本調査

　橋りょうアセットマネジメント

　御薗橋基本調査

交通バリアフリー対策 400,000 346,000

(新規）

　京都地区，稲荷地区，河原町地区

(継続)

　烏丸御池地区

　　　　　  など

  

国直轄事業負担金 国道１号，９号，２４号，１７１号，４７８号 2,390,000 2,390,000

(8,000)

(30,000)

(561,000)

(53,000)

(73,000)

（建設局－2）



千円 千円

前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 3,861,000 3,861,000

2 街路事業 11,138,300 19,500,994

街 路 整 備 幹線街路整備 1,545,410 1,282,180

京都貴船線 <新　規>

鴨川東岸線，大原通，国鉄嵯峨駅北通など

重要幹線街路整備 4,853,000 8,666,000

油小路線（斜久世橋工区），向日町上鳥羽線，

伏見向日町線，中山石見線，久世北茶屋線，

久世梅津北野線（桂川橋りょう）など

京阪本線淀駅周辺整備 56,400 4,401,000

ＪＲ山陰本線複線高架化事業 1,815,500 1,969,000

事業区間　京都駅～二条駅，花園駅～嵯峨嵐山駅

阪急京都線連続立体交差化事業 1,498,900 1,759,000

事業区間　桂駅南側～東向日駅北側

ＪＲ東海道本線新駅関連公共施設整備 1,149,000 494,000

駅前広場，自由通路整備など

街路基本調査 19,400 10,500

吉祥院下鳥羽線 <新　規>

北泉通（高野川橋りょう） <新　規>

羽束師墨染線，大津宇治線，桃山石田線，

野大路（丸太町通～太子道通）

都市高速道路整備 日本高速道路保有・債務返済機構出資金 95,500 435,500

3 浸水防除事業 2,205,682 2,741,299

河川排水路維持・ 堀川水辺環境整備事業 351,000 407,000

整備

普通河川改良 177,000 445,000

杉坂川，鞍馬川，第二太田川調査など

(669,600)

(618,100)

(43,000)

(8,500)

(296,000)

(43,100)

（建設局－3）



千円 千円

前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額

排水路改修 184,814 229,738

一般排水路

都 市 河 川 整 備 都市河川整備 885,300 987,500

西羽束師川，新川，善峰川，岩倉川，西高瀬川，

七瀬川，西野山川，旧安祥寺川

4 緑化推進 2,879,187 3,422,356

公園緑地維持管理 公園緑地維持管理 1,270,833 1,292,412

公園８２７か所の維持管理

　公園愛護協力会とのパートナーシップによる美化推進

街路樹等の維持管理

　街路樹里親制度など

大宮交通公園運営 19,591 19,686

公 園 緑 地 整 備 緑の基本計画に基づく緑化推進 11,520 8,647

市民とのパートナーシップによる緑化推進

　保存樹等指定に伴う市街地の緑地保全事業

　まちなか緑化助成事業

　　屋上，壁面，都心部における駐車場，高木等の植栽

　　など

　京都市都市緑化推進協議会の運営

新たな「緑の基本計画」の策定 <新　規>

その他公園整備 1,576,143 1,731,511

(新規） 

  春日公園 <新　規>

  壬生檜公園 <新　規>

  城ノ前公園（仮称） <新　規>

  洛北第三１号公園（仮称） <新　規>

(継続)

  綾西公園など

(6,000)

(405,150)

(252,900)

(411,150)

（建設局－4）



千円 千円

前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額

5 土地区画整理事業 2,125,377 3,657,451

公共団体区画整理補 公共団体区画整理補助事業 1,351,296 2,776,295

助事業 施行地区　伏見西部第三・第四・第五，上鳥羽南部，

　　　　　洛北第二，二条駅，太秦東部地区

無電柱化事業（京のみちづくり） 97,910 72,000

二条駅地区

組合区画整理補助事 組合区画整理補助事業 512,600 666,000

業 施行地区　洛北第三地区

区画整理幹線街路整 区画幹線街路・水路整備 2,000 -

備事業等 施行地区　伏見西部第三地区

太秦天神川駅西部地域まちづくり基本構想等の策定(調査) 12,000 -

<重点枠>

区画整理事業と街路事業の連携によるまちづくりの基本

構想等の策定

6 土地区画整理事業

　　特別会計 235,000 296,000

事業費など 235,000

施行地区　伏見西部第三・第四，上鳥羽南部，

　　　　　竹田，洛北第二地区

7 市街地再開発事業 454,860 2,000,980

市街地再開発事業 公共施設維持管理 300,477 306,137

健康文化施設賃借料，地下道，交通広場維持管理費

山科駅自転車等駐車場維持管理 60,380 60,393

施設建築物維持管理費負担金 54,000 54,000

(12,000)

(12,000)

（建設局－5）



千円 千円

前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額

8 市街地再開発事業

　　特別会計 1,591,000 8,714,000

太秦東部地区市街地再開発事業 　　　　　　　1,591,000

公債費など

一般会計からの繰入金 - 1,568,100

9 駐車場事業 1,666,170 1,695,759

駐 車 場 運 営 管 理 駐車場運営 264,170 286,759

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 1,402,000 1,409,000

10 駐車場事業特別会計 2,060,000 2,046,000

出町駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　　90,825

御池駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　 183,325

山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　86,742

公債費など　　　　　　　　　　　　　　　　 1,699,108

一般会計からの繰入金 1,402,000 1,409,000

（建設局－6）


