
千円 千円

一般会計合計 57,742,000 49,860,000

特別会計合計 5,420,000 4,815,000

1 道路事業 19,697,511 24,131,038

道 路 維 持 ・ 管 理 公共事業評価 7,500 5,000

新規採択時評価，再評価

事後評価試行導入 <新　規>

世界水フォーラムポスト事業 4,000 11,645

シンポジウム開催など

放置自動車対策 12,074 21,085

放置自転車対策 177,989 200,437

放置原動機付自転車対策 7,838 7,859

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 200,327 191,773

道路維持補修 2,308,854 2,176,769

清掃・除草，舗装道補修，交通安全施設整備など

道 路 整 備 電線類地中化（京のみちづくり） 1,258,300 1,320,000

整備

(新規)

　祇園・岡崎地区 <重点枠>

　　神宮道（仁王門通～三条通）

　　南禅寺緯１１号線

(継続)

　一般国道３６７号（北大路通）

　鹿ケ谷嵐山線(丸太町通）

　祇園・岡崎地区

　　仁王門通（南禅寺橋～岡崎道）

　　神宮道他（神宮道～華頂道）

　二年坂・産寧坂地区

調査等

　上賀茂地区 <重点枠>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本年度予算額 前年度予算額

＜ 建 設 局 所 管 ＞

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（建設局－1）



千円 千円

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

道路特別整備 1,727,000 1,351,000

(継続)

  国　　道　　国道１６２号（川東)

  地 方 道　　大山崎大枝線

  橋りょう　　北大路橋

　　　　　　　　　　など

道路改良 1,689,000 1,549,000

(継続)

　小山大宅線，京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)，

　大山崎大枝線，一般国道１６２号(栗尾バイパス)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道路特定財源の活用による地下鉄整備 4,200,000 8,500,000

地下鉄東西線（二条～天神川区間）インフラ部分整備

橋りょう改修 482,750 468,100

補修・改良

　九条跨線橋，桃山高架橋など

橋りょう基本調査

　公共土木施設の延命化，長寿命化の取組

交通バリアフリー対策 292,000 186,000

重点整備地区における歩道の整備など

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

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 22,584,985 13,379,500

街 路 整 備 幹線街路整備 971,100 1,272,000

(継続)

　大原通，向日町上鳥羽線（第二久世橋），

　竹田街道，鴨川東岸線

　　　　　　　　　　など

重要幹線街路整備 10,135,000 3,633,000

(新規）

　油小路線(斜久世橋工区） <新　規>

(継続)

　向日町上鳥羽線（第二久世橋），伏見向日町線，

　中山石見線，久世北茶屋線，鴨川東岸線，

　油小路線（ランプ工区）

　　　　　　　　　　　など

（建設局－2）



千円 千円

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

道路特定財源の活用による地下鉄整備 1,500,000 2,000,000

地下鉄東西線（二条～天神川区間）インフラ部分整備

 

京阪本線淀駅周辺整備 2,648,000 1,665,000

用地取得，工事など

ＪＲ山陰本線複線高架化事業 2,474,000 2,228,000

事業区間　京都駅～二条駅，花園駅～嵯峨嵐山駅

　用地買収，工事など

阪急京都線連続立体交差化事業 <重点枠> 640,000 450,000

事業区間　桂駅南側～東向日駅北側

　詳細設計，工事など

ＪＲ東海道本線新駅関連公共施設整備 2,094,000 887,000

駅前広場，自由通路整備など

街路基本調査 29,000 28,500

久世梅津北野線（桂川橋りょう），

大津宇治線，桃山石田線

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 1,707,000 1,166,500

新十条通土壌脱硝システム整備 286,000 -

3 浸水防除事業 2,732,062 2,839,274

河川排水路維持・ 普通河川改良 445,000 501,000

整備 奥殿川，鞍馬川，竹田川など

排水路改修 281,100 278,100

幹線排水路，一般排水路

都 市 河 川 整 備 都市河川整備 1,402,200 1,139,564

西羽束師川，新川，白川，岩倉川，西高瀬川，七瀬川，

西野山川，旧安祥寺川

4 緑化推進 3,710,475 3,323,147

公園緑地維持管理 公園緑地維持管理 1,318,417 1,373,437

公園８１０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

　危険木対策

街路樹等の維持管理

　街路樹里親制度 <新　規>

（建設局－3）



千円 千円

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

大宮交通公園運営 19,820 30,000

公 園 緑 地 整 備 緑の基本計画に基づく緑化推進 10,245 16,920

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

　都市緑化助成事業

　　屋上・壁面緑化助成 <新　規>

　　　　　　　　　　など

　京都市都市緑化推進協議会の運営

宝が池公園「新・子どもの楽園」整備 <重点枠> 291,000 -

太秦安井公園（仮称）整備 226,000 32,000

伏見桃山城運動公園（仮称）整備 193,000 240,000

その他公園整備 1,650,893 1,629,690

構口公園 <新　規>

鉾立公園，山ノ内赤山公園など

5 土地区画整理事業 4,870,550 3,058,949

公共団体区画整理補 公共団体区画整理補助事業 3,392,301 2,102,000

助事業 施行地区　伏見西部第二・第三・第四・第五，

　　　　　上鳥羽南部，竹田，洛北第二，二条駅，

　　　　　太秦東部地区

電線類地中化（京のみちづくり） 62,020 -

太秦東部地区 <新　規>

組合区画整理補助事 組合区画整理補助事業 530,000 328,000

業 施行地区　洛北第三地区

組合施行に係る土地区画整理事業促進助成 336,000 167,000

区画整理幹線街路整 区画幹線街路・水路整備 174,000 277,000

備事業等 施行地区　伏見西部第三・第四地区

6 土地区画整理事業

　　特別会計 439,000 359,000

事業費など 439,000

施行地区　伏見西部第二・第三・第四，上鳥羽南部，

　　　　　竹田，洛北第二地区

（建設局－4）



千円 千円

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

7 市街地再開発事業 2,425,655 1,013,886

市街地再開発事業 公共施設維持管理 312,761 312,761

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 59,781 59,165

施設建築物維持管理費負担金 54,000 57,300

市街地再開発事業特別会計繰出金 1,986,000 570,000

8 市街地再開発事業

　　特別会計 2,946,000 2,403,000

太秦東部地区市街地再開発事業 　　　　　　　2,946,000

再開発施設建築など

一般会計からの繰入金 1,986,000 570,000

9 駐車場事業 1,720,762 2,114,206

駐 車 場 運 営 管 理 駐車場運営 287,762 672,206

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 1,433,000 1,442,000

10 駐車場事業特別会計 2,035,000 2,053,000

出町駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　　57,813

御池駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　 204,531

山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　83,009

公債費など　　　　　　　　　　　　　　　　 1,689,647

一般会計からの繰入金 1,433,000 1,442,000

（建設局－5）


