
建設局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

      本市に甚大な被害を及ぼした２５年９月の台風１８号をはじめ近年多発している豪

雨などの自然災害や，いつ発生するか予測できない大地震への備えとして，橋りょうの

耐震補強・老朽化修繕をはじめ，災害防除，河川改良及び計画的な排水機場の老朽化修

繕を進めるとともに，効率的かつ効果的に河川の維持管理を行うための普通河川や準用

河川の点検に着手することで，市民の皆様の命と暮らしを守る防災・減災対策を着実に

進めていく。 

   安心・安全で快適な京都のまちを守るため，道路や河川，公園の損傷箇所等をスマー

トフォンから投稿できるアプリケーション「みっけ隊」を本格運用し，市民との協働に

よる維持管理を推進するとともに，道路の維持補修に予算を重点的に配分することに加

え，美しい道路を守るため，道路に防草シートを施工するなど効率的，効果的な防草対

策を実施していく。 

   また，重点地区における自転車走行環境の整備を順次進めていくなど自転車政策の取

組の強化や京都駅南口駅前広場の整備をはじめ，ＪＲ嵯峨野線 京都・丹波口間新駅設

置事業，先斗町通等の無電柱化事業，名勝円山公園再整備，東山自然緑地における花の

名所づくりなど，都市基盤の強化と都市の魅力向上により，京都の持続的な成長につな

がるまちづくりに取り組んでいく。 

 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞ 

  いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 

   「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」に基づく橋りょうの耐震補強・老朽化 

   修繕         全体事業費 4,895,916 千円（うち政策枠 4,782,800 千円） 

   緊急輸送道路等に面する斜面の防災対策 

              全体事業費   543,670 千円（うち政策枠   294,000 千円） 

   「普通河川整備プログラム」に基づく普通河川緊急対策事業     403,000 千円 

   効率的かつ効果的に河川の維持管理を行うための普通河川点検業務  19,000 千円 

   「排水機場長寿命化修繕計画」に基づく排水機場の老朽化修繕    671,500 千円 

   京北周山地域浸水対策                      16,000 千円 

  おもてなし除草                          38,000 千円 

  歴史都市・京都にふさわしい，良好な道路空間の創出         25,000 千円 

  民間自転車等駐車場整備助成金の拡充 

              全体事業費    32,000 千円（うち政策枠     4,000 千円） 

  駐輪場における誰もが利用しやすい２段ラックへの更新        40,100 千円 

  重点地区における自転車走行環境の整備               89,900 千円 

  水路等に架かる通路橋適正化事業                  17,900 千円 

  名勝円山公園再整備                        55,100 千円 

  東山自然緑地における花の名所づくり                170,100 千円 

  梅小路公園魅力向上                        38,000 千円 
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 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

  道路維持補修費の充実 

              全体事業費 1,063,890 千円（うち充実分   229,986 千円） 

  京都サイクルパス制度（仮称）創設に向けての検討         10,400 千円 

  歴史的風土を生かした広沢池周辺整備の検討             4,000 千円 
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３　建設局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 29,827,000 30,139,886

特別会計合計 1,956,000 1,589,000

1 道路事業 13,369,659 13,065,385

道 路 維 持 ・ 管 理 公共事業評価 4,168 4,930

道路維持補修等 3,969,893 4,716,644

清掃・除草，舗装道補修（道路維持補修の充実）など

おもてなし除草 <政策枠>

歴史都市・京都にふさわしい，良好な道路空間の創出

<政策枠>

ＬＥＤ道路照明灯の設置（更新・新設）

交通安全対策

国庫補助金を活用した維持補修など

　トンネル，照明灯・標識，路面下空洞補修，舗装補修

　横断歩道橋撤去・補修

　　　　　　　　　　　　　　　など

ＩＣＴを活用した市民協働による公共土木施設の維持管理 7,127 23,800

市民協働アプリケーション「みっけ隊」の本格運用など

京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業 18,000 18,000

石畳舗装維持補修 49,814 47,360

辰巳通

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 490,900 325,900

先斗町通

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）

宇多野嵐山山田線（長辻通）

三条通（三条大橋西詰～河原町通）

道路特別整備 455,277 694,661

国道１６２号（高雄改良）など

道路改良 73,750 122,686

羽束師橋関連道路など

＜ 建 設 局 所 管 ＞

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

（建設局－1）
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千円 千円

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

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 5,439,586 4,653,943

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>

　　九条跨線橋，山端跨線橋など

　老朽化修繕 <政策枠>

    二条大橋，賀茂大橋など

　　　　　など

災害防除（緊急輸送道路等に面する斜面の防災対策）

　国道１６２号，国道３６７号など <政策枠>

　上黒田貴船線，下鴨大津線など

交通バリアフリー対策等 404,380 175,340

伏見地区，北泉通など

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業（新駅設置に 41,800 30,000

伴う周辺整備）

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

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 398,000 200,000

2 街路事業 6,804,711 6,353,607

街 路 整 備 重要幹線街路整備 2,233,890 813,660

鴨川東岸線（第二工区），本町下高松通，北泉通など

幹線街路整備 178,080 13,871

中山石見線など

京都駅南口駅前広場の整備（八条通） 2,006,741 1,699,396

道路，駅前広場等の整備

阪急京都線連続立体交差化事業 1,176,300 3,718,000

事業区間　桂駅南側～洛西口駅南側

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業 785,100 -

「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 258,320 -

四条通歩道拡幅事業

ＪＲ奈良線高速化・複線化　第二期事業 145,000 81,000

（建設局－2）
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千円 千円

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

3 自転車政策 788,954 476,036

自 転 車 政 策 自転車安全利用の推進 39,674 37,000

京都サイクルパス制度（仮称）創設に向けての検討

<新　規>

自転車安全利用教育の実施

自転車走行ルール・マナーの周知徹底

　　　　　　　　　　　　　　　　など

放置自転車対策 619,280 398,550

民間自転車等駐車場整備助成金の拡充 <政策枠>

放置自転車防止啓発，警告・撤去シール，撤去委託など

保管所運営費

駐輪場パーキングシステムの改修

　　　　　　　　　　　　　　など

駐輪場における誰もが利用しやすい２段ラックへの更新 40,100 -

<政策枠>

重点地区における自転車走行環境の整備 <政策枠> 89,900 -

4 浸水防除事業 3,055,772 4,129,644

河川排水路維持・ 普通河川改良 157,195 108,970

整備 奥殿川，若狭川など

高瀬川再生プロジェクト 65,800 70,700

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 1,109,500 1,520,800

「普通河川整備プログラム」に基づく普通河川緊急対策

事業 <政策枠>

効率的かつ効果的に河川の維持管理を行うための普通河

川点検業務 <政策枠>

「排水機場長寿命化修繕計画」に基づく排水機場の老朽

化修繕 <政策枠>

京北周山地域浸水対策 <政策枠>

河川維持管理 633,291 631,934

浚渫・除草等

排水路改修 144,980 91,932

水路等に架かる通路橋適正化事業 <政策枠> 17,900 -

歴史的風土を生かした広沢池周辺整備の検討 <新　規> 4,000 -

（建設局－3）
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千円 千円

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

都 市 河 川 整 備 都市河川整備 668,485 884,830

旧安祥寺川，新川，西羽束師川など

5 緑化推進 2,742,555 2,578,367

公園緑地維持管理 公園維持管理 1,071,702 1,044,202

円山公園適正化事業

ＬＥＤ公園照明灯の設置（更新）

公園愛護協力会との共汗による美化推進

梅小路公園，大宮交通公園等運営

　　　　　　　　　　　　　　など

街路樹等育成管理 463,369 444,102

紅葉街路樹二段階剪定など

公 園 緑 地 整 備 緑の基本計画に基づく緑化推進 18,210 24,951

市民との共汗による緑化推進

  市民の記念植樹奨励事業

　スポンサー花壇

　　　　　　　など

花と緑あふれるまちづくり～緑視環境向上プロジェクト～ 443,454 566,336

街路樹整備事業～道路の森づくり～

街路樹整備事業～花の道づくり～　　

市民公募型緑化推進事業

　　　　　　　　　　など

名勝円山公園再整備 <政策枠> 55,100 7,300

東山自然緑地における花の名所づくり <政策枠> 170,100 -

宝が池公園新景観創造事業 5,530 6,333

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業（新駅設置に 21,000 -

伴う梅小路公園再整備）

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 63,650 23,635

梅小路公園魅力向上 <政策枠>

西新屋敷公園のバリアフリー化整備

その他公園整備 430,440 461,508

有隣公園，本町公園など

（建設局－4）
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千円 千円

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

6 土地区画整理事業 1,331,937 1,351,123

公共団体区画整理補 公共団体区画整理補助事業 1,021,075 1,013,496

助事業 伏見西部第四地区，伏見西部第五地区など

7 土地区画整理事業

　　特別会計 749,000 111,000

事業費など       　　　　　　　　　        749,000

伏見西部第三地区，伏見西部第四地区など

8 市街地再開発事業 493,932 536,380

市街地再開発事業 山科駅前地区公共施設維持管理 343,057 353,968

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 78,040 104,450

山科駅自転車等駐車場維持管理 45,835 46,100

9 駐車場事業 939,480 1,155,344

駐 車 場 運 営 管 理 駐車場運営 215,480 233,840

路外駐車場１か所，観光駐車場４か所

駐車場事業特別会計繰出金 684,000 912,000

10 駐車場事業特別会計 1,207,000 1,478,000

出町駐車場維持管理　　　　　　　　　　　　　48,850

御池駐車場維持管理　　　　　　　　　　 　　188,070

山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　 　　 　83,307

公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 886,773

一般会計からの繰入金 684,000 912,000

11 災害対策事業 300,000 494,000

災害復旧 土木災害復旧 300,000 494,000

（建設局－5）
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