
 

建設局決算の概要 

 

１ 決算総括 

平成 28 年度は，引き続き，市民の皆様の命と暮らしを守るため，橋りょうの耐

震補強や老朽化修繕をはじめ，緊急輸送道路等に面する斜面の防災対策などを重点

的に取り組むことに加えて，新たに，効率的かつ効果的に河川の維持管理を行うた

めの普通河川点検業務に着手することや，排水機場集中監視システムの運用を開始

するなど，防災機能の更なる強化を着実に進めてきた。 

また，市民の皆様との協働によるICTを活用したアプリケーション「みっけ隊」

を本格運用するなど，道路の補修をはじめ公共土木施設の適切な維持管理に努めた。 

これらに加え，総合的な自転車政策の推進として，「自転車走行環境整備ガイド

ライン」の策定や平成 30 年 4 月からの自転車保険加入の義務化といったソフト面

での取組を進める一方，京都駅八条口駅前広場のグランドオープンや，歴史都市・

京都にふさわしい良好な道路空間の創出として，嵯峨鳥居本において景観に配慮し

た道路整備を進めるなど，貴重な資源やポテンシャルを生かし，人々を引き付け魅

了するまちづくりを進めてきた。 

今後も市民の皆様の命と暮らしを守るための防災・減災対策や災害復旧をはじめ

道路・河川・公園などの維持管理など，安心・安全で快適な京都のまちを守る取組

を着実に進めていくとともに，文化庁の全面的な移転を踏まえ，文化とまちづくり

を融合させる取組をこれまで以上に進め，「文化首都・京都」にふさわしい公共空

間の創出に努めていく。 

 

２ 重点取組の実績 

 （１）いのちと暮らしを守る防災・減災対策の充実・強化 

  ○ 道路の通行機能の確保 

取組名 実 績 

橋りょうの耐震補

強・老朽化修繕 

・いのちを守る 橋りょう健全化プログラムに基づく耐震補強（御薗橋，

山端跨線橋など19橋），老朽化修繕（二条大橋，賀茂大橋など21橋） 

道路に面する斜面

の防災対策 

・緊急輸送道路（国道162号，国道367号，渋谷蹴上線） 

・上黒田貴船線など4路線 

  ○ 「雨に強いまちづくり」の推進 

取組名 実 績 

河川の整備 ・都市基盤河川整備（旧安祥寺川，新川など7河川），普通河川改良（若

狭川，宮川など4河川），普通河川整備プログラムに基づく河川の整備（竹

田川，千代原川など4河川） 

排水機場の耐震改

修・老朽化修繕 

・老朽化修繕（洛南排水機場など9排水機場，梅津第1樋門） 

・排水機場集中監視システムの運用（平成28年4月） 

 



 

 （２）「歩くまち・京都」を実現し成長戦略を支える都市基盤の整備と人々を引き付

け魅了するまちづくりの推進 

  ○ 安心・安全で快適な歩行空間を確保し，公共交通を優先するまちづくり 

取組名 実 績 

京都駅八条口駅前

広場の整備 

・京都駅八条口駅前広場のグランドオープン（サンクンガーデン，貸切バ

ス乗降場等の完成）（平成28年12月） 

安心・安全な歩行

空間の整備 

・キリン開発地南端交差点（整備），伏見地区（毛利橋通整備），後院通（設

計），中山稲荷線（整備）など 

  ○ 歩行者と自転車が共存するまちづくり 

取組名 実 績 

総合的な自転車政

策の推進 

・自転車保険加入の義務化（平成30年4月（業務で自転車を利用する事

業者及びレンタサイクル事業者は平成29年10月）） 

・自転車走行環境整備ガイドラインの策定（平成28年10月） 

・重点地区における自転車走行環境の整備（左京区吉田泉殿町他） 

・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（御陵駅南，二

条駅南） 

  ○ 歴史的・文化的資産を生かしたまちづくり 

取組名 実 績 

名勝円山公園の再

整備 

・名勝円山公園保存管理計画に基づく再整備（調査，測量，設計など） 

・円山公園条例の制定（平成28年12月） 

東山自然緑地にお

ける花の名所づく

り 

・東山自然緑地の再整備に関する市民意見募集の実施（平成28年12月） 

・測量，設計，支障木伐採，便所修繕など 

歴史都市・京都に

ふさわしい，良好

な道路空間の創

出・保全 

・歴史都市・京都にふさわしい，良好な道路空間の創出（嵯峨鳥居本） 

・無電柱化の推進（先斗町通，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）） 

・石畳舗装修繕（辰巳通） 

広沢池周辺地域の

整備 

・樹木の現況調査 

・広沢池の維持保全の在り方検討 

高瀬川周辺一帯の

水辺環境の整備 

・護岸整備（備前島橋～四条小橋） 

・測量設計（四条通～五条通） 

  ○ 環境にやさしいまちづくり 

取組名 実 績 

緑のネットワーク

の推進 

・道路の森づくり（北大路通など3路線にケヤキ等167本植栽） 

・花の道づくり（国道162号などにサルスベリ等214本植栽） 

・桜景観創造プロジェクト（堀川通など16路線に118本更新） 

・ケヤキ並木保全・創造プロジェクト（白川通など3路線で8本更新） 

・紅葉景観創造事業（外環状線で152本樹種転換） 

・市民公募型緑化推進事業（外環状線など5か所に高木や低木を植栽） 



 

取組名 実 績 

環境保全や健康づ

くりなどを推進す

る公園の整備 

・本町公園（平成29年3月開園），桃山舟泊公園（平成29年6月開園）

など 

  ○ 都市の活力を高める都市基盤の整備 

取組名 実 績 

ひと・ものの交流

促進とまちの持続

的成長を支えるた

めの道路整備 

・鴨川東岸線（第二・第三工区），本町下高松通，北泉通，中山石見線な

ど 

・国道162号（高雄改良，栗尾バイパス），京都広河原美山線（鞍馬北）

など 

JR 嵯峨野線の新駅

設置（京都駅西部

エリアの活性化） 

・JR嵯峨野線 京都・丹波口間新駅設置整備（京都市負担金） 

・新駅設置に伴う周辺整備事業（調査，測量） 

・新駅設置に伴う梅小路公園再整備（測量，設計） 

土地区画整理事業

の推進 

・道路・水路工事など（上鳥羽南部地区，伏見西部第三地区，伏見西部第

四地区，伏見西部第五地区） 

 

 （３）市民協働の取組を通じた公共土木施設の効率的・効果的な維持管理の推進 

  ○ 効率的・効果的な公共土木施設のマネジメント 

取組名 実績 

公共土木施設マネ

ジメントの推進 

・道路付属施設長寿命化修繕計画の策定（平成28年12月） 

・道路のり面維持保全計画（第1期）の策定（平成29年2月） 

・いのちを守る 橋りょう健全化プログラム（第 2 期）の策定（平成 29

年2月） 

・「みんなで守る “みち・かわ・みどり” 京のまち」～公共土木施設

の維持管理に係る市民協働推進指針～の策定（平成29年3月） 

道路・橋りょう・

河川・公園などの

適切な維持管理 

・ICTを活用した市民協働による公共土木施設の維持管理 

  市民協働アプリケーション「みっけ隊」の本格運用など 

・横断歩道橋の撤去（宝が池公園（平成 28 年 12 月），新宮（平成 28 年

12月），成逸（平成29年1月）） 

・舗装補修の充実 

・トンネル補修（宝が池トンネル，笠トンネル，黒田トンネル） 

・橋りょう点検を482橋で実施 

・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 

・公園のブランコ（富小路殿公園など6公園）や照明灯（桂坂緑地など7

公園）の更新 

・路面下空洞調査に基づく補修（148か所） 

水路に架かる通路

橋の適正化 

・平成28年度から事業の本格実施に着手し，対象2,197件のうち累計914

件（うち平成28年度は792件）の適正化が完了（平成29年3月末現在） 

 



３　建設局所管の決算額
（１）一般会計
ア　歳入

イ　歳出

土 木 総 務 費

駐 車 場 費

道 路 橋 り ょ う 費

道 路 特 別 整 備 費

河 川 排 水 路 費

都 市 河 川 整 備 費

緑 化 推 進 費

街 路 費

重 要 幹 線 街 路 費

土 地 区 画 整 理 費

市 街 地 再 開 発 費

受 託 工 事 費

土 木 災 害 復 旧 費

（２）土地区画整理事業特別会計

（３）駐車場事業特別会計

※歳入における翌年度繰越額は，未収入特定財源である。

15,200

差引

歳　　入 1,210,164

歳　　出 1,210,164 1,206,662 -

150,177

予算現額 翌年度繰越額

1,206,662 - 3,502

差引

3,502

歳　　出 787,500

予算現額 決算額

決算額

歳　　入 787,500

622,123

18,441

158,400

240,236 8,000

746,731 -

51,300 511,648

40,769

534,300

873,900 310,952

511,648

翌年度繰越額

災 害 対 策 費 873,900 310,952 51,300

計 39,795,900

423,641

505,400

787,396

2,786,755 2,232,040

257,164

724,580 460,683

-

105,497

493,932 475,491

1,745,337

17,096

8,535,331 4,516,471 1,904,900 2,113,960

262,915

2,508,254 1,375,858

291,800

1,115,300

11,096,645 6,346,456 2,328,900 2,421,289

2,338,718 1,225,455 314,200 799,063

255,480 171,312 75,800 8,368

7,087,819 6,004,634 576,800 506,385

土 木 費 38,922,000 24,331,834 7,334,200 7,255,966

843,749 495,802 25,800 322,147

款項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

諸 収 入 1,453,510 515,763 937,747-

計 18,849,081 11,967,376 3,818,9473,062,758

寄 附 金 239,810 241,016 △ 1,206-

繰 入 金 298,026 623,296 △ 325,270-

府 支 出 金 723,715 398,302 721324,692

財 産 収 入 486,637 509,117 △ 22,480-

使 用 料 及 び 手 数 料 4,021,559 3,901,277 120,282-

国 庫 支 出 金 11,495,157 5,679,263 3,077,8282,738,066

Ａ Ｂ Ｃ

（単位：千円）

予算現額 収入済額

Ａ-Ｂ-Ｃ
款

24,642,786 7,385,500 7,767,614

差引翌年度繰越額

分 担 金 及 び 負 担 金 130,667 99,342 31,325-



４　建設局主要施策の概要

当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

一般会計合計 29,827,000 39,795,900 24,642,786 7,767,614

(9,968,900) (7,385,500)

特別会計合計 1,956,000 1,997,664 1,828,785 153,679

(41,664) (15,200)

(1 道路事業) 13,369,659 17,793,259 11,715,042 3,269,503

(4,423,600) (2,808,714)

道路維持・管理 公共事業評価 4,168 4,189 3,915 274

再評価事業　　５事業 (21)

事後評価事業　３事業

道路維持補修等 3,969,893 5,244,725 4,079,274 601,033

清掃・除草 (1,274,832) (564,418)

舗装道補修等　伏見港京都停車場線，外環状線な
　　　　　　　ど５６路線
　　　　　　　除雪・凍結防止
　　　　　　　　　　　　　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　２１，８８９基
交通安全対策
　歩道整備　　伏見港京都停車場線，河原町十条
　　　　　　　観月橋線など１４路線
　交差点改良　葛野東経２０号線，西第四経１８
　　　　　　　号線など３路線
　　　　　　　　　　　　　など
国庫補助金を活用した維持補修など
　横断歩道橋撤去　新宮横断歩道橋など７橋
　宝が池トンネル補修，北大路通など１２路線
　　　　　　　　　　　　　　　など

ＩＣＴを活用した市民協働による公共土木施設の 7,127 7,127 6,896 231

維持管理
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 17,492 508

石畳舗装維持補修 49,814 49,814 - -

辰巳通 (49,814)

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 490,900 612,697 206,457 112,893

先斗町通 (121,797) (293,347)

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）
新たな方式による無電柱化事業の研究

道路特別整備 455,277 648,577 254,293 320,367

国道　　国道１６２号(高雄改良，栗尾バイパス) (193,300) (73,917)

地方道　京都広河原美山線（鞍馬北）

道路改良 73,750 79,474 62,961 1,675

羽束師橋関連道路，国道１６２号（高雄改良）な (5,724) (14,838)

ど５路線

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

当初予算額の下段の括弧書きは，補正予算額，前年度繰越額，流用・移用等の予算の
増減額，不用額の下段の括弧書きは，翌年度繰越額で，いずれも外数です。

　　（建設局－1）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

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 7,834,490 4,671,791 1,493,733

いのちを守る　橋りょう健全化プログラム (2,394,904) (1,668,966)

　耐震補強 <政策枠>

　　御薗橋，山端跨線橋など１９橋
　老朽化修繕 <政策枠>

　　二条大橋，賀茂大橋など２１橋
　　　　　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 404,380 413,377 71,973 267,990

キリン開発地南端交差点，伏見地区など (8,997) (73,414)

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業（新 41,800 63,600 21,019 2,581

駅設置に伴う周辺整備） (21,800) (40,000)

安心・安全な東大路歩行空間創出事業 - 10,000 9,923 77

(10,000)

国直轄事業負担 国道１号，９号，２４号，１７１号 1,000,000 1,258,000 1,257,537 463

金 (258,000)

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 398,000 505,400 240,236 257,164

(107,400) (8,000)

(2 街路事業) 6,804,711 9,259,911 4,977,154 2,219,457

(2,455,200) (2,063,300)

街 路 整 備 重要幹線街路整備 2,233,890 2,478,005 693,665 1,225,956

鴨川東岸線，本町下高松通，北泉通 (244,115) (558,384)

幹線街路整備 178,080 191,580 63,309 59,160

中山石見線，鴨川東岸線など５路線 (13,500) (69,111)

京都駅八条口駅前広場の整備（八条通） 2,006,741 2,552,419 2,169,169 299,787

道路，駅前広場等の整備 (545,678) (83,463)

阪急京都線連続立体交差化事業 1,176,300 2,711,546 1,710,578 527,791

事業区間　桂駅南側～洛西口駅南側 (1,535,246) (473,177)

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業 785,100 884,800 70,000 -

(99,700) (814,800)

「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 258,320 258,320 103,301 94,455

四条通歩道拡幅事業に伴う地上機器移設 (60,564)

ＪＲ奈良線高速化・複線化　第二期事業 145,000 151,000 150,118 882

(6,000)

(3 自転車政策) 788,954 852,354 659,467 62,101

(63,400) (130,786)

自 転 車 政 策 自転車安全利用の推進 39,674 39,674 22,583 17,091

自転車保険の加入義務化・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
自転車利用ルール・マナーの周知徹底
　　　　　　　　　　　　　　　　など

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（建設局－2）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

放置自転車対策 619,280 619,280 594,220 25,060

民間自転車等駐車場整備助成金の拡充 <政策枠>

駐輪場パーキングシステムの改修
放置自転車防止啓発，撤去委託など
保管所運営費
　撤去台数　４１，３９１台
　返還台数　２９，９５７台
　　　　　など

駐輪場における誰もが利用しやすい２段ラックへ 40,100 40,100 22,100 18,000

の更新 <政策枠>

御陵駅南，二条駅南

重点地区における自転車走行環境の整備 <政策枠> 89,900 135,450 3,756 908

(45,550) (130,786)

(4 浸水防除事業) 3,055,772 5,050,972 2,639,544 981,928

(1,995,200) (1,429,500)

河川排水路維持 普通河川改良 157,195 213,913 36,886 97,027

・整備 若狭川，宮川など４河川 (56,718) (80,000)

高瀬川再生プロジェクト 65,800 76,200 44,843 2,357

備前島橋～四条小橋 (10,400) (29,000)

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェク 1,109,500 1,439,288 651,836 623,212

ト (329,788) (164,240)

「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>

　竹田川，千代原川など４河川
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 633,291 805,077 608,993 55,076

河川維持補修 (171,786) (141,008)

　　　　　など

排水路改修 144,980 150,750 110,586 2,164

(5,770) (38,000)

水路等に架かる通路橋適正化事業 <政策枠> 17,900 17,900 15,029 2,871

通路橋の適正化　７９２件

歴史的風土を生かした広沢池周辺整備の検討 4,000 4,000 2,052 1,948

<新　規>

小栗栖排水機場周辺浸水被害関連経費 - 201,262 37,237 164,025

損害賠償金　　示談２０件 (201,262)

　　　　　　　　　　　など

都市河川整備 都市河川整備 668,485 1,887,961 906,174 4,535

旧安祥寺川，新川など７河川 (1,219,476) (977,252)

項　　　目 決算額(D)主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

　　（建設局－3）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

(5 緑化推進) 2,742,555 2,786,755 2,232,040 262,915

(44,200) (291,800)

公園緑地維持管 公園維持管理 1,071,702 1,076,402 1,047,677 28,725

理 公園の維持管理８９７か所 (4,700)

　公園愛護協力会６７０団体との共汗による美化
　推進
　　など
梅小路公園，大宮交通公園など運営
円山公園適正化事業
ＬＥＤ公園照明灯の更新　１，２１０基　
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

街路樹等育成管理 463,369 463,369 460,754 2,615

紅葉街路樹二段階剪定
街路樹サポーター制度
　１１２団体（２，２９１名）
　　　　　　　　　など

公園緑地整備 緑の基本計画に基づく緑化推進 18,210 23,595 17,488 6,107

市民との共汗による緑化推進 (5,385)

　まちなか緑化助成事業
　　屋上緑化１件，地上緑化７件，壁面緑化１件
　市民の記念植樹奨励事業
　　東山自然緑地に２５本植樹　植樹者３１組
　保存樹等指定に伴う市街地の緑地保全事業
　御池通スポンサー花壇の運営
　　花壇１０２基
　　スポンサー４４企業・団体から７５口
　　サポーター１８企業・団体　９個人
　　　　　　　　　　　　　など

花と緑あふれるまちづくり～緑視環境向上プロ 443,454 458,793 391,837 66,956

ジェクト～ (15,339)

紅葉景観創造事業
　外環状線
街路樹整備事業～道路の森づくり～
　北大路通，桂川街道，東大路通
街路樹整備事業～花の道づくり～
　国道１６２号，外環状線など６路線
ケヤキ並木保全・創造プロジェクト
　白川通，御池通シンボルロードなど５路線
桜景観創造プロジェクト
　堀川通，東堀川通など２０路線
市民公募型緑化推進事業
　堀川北大路交差点，外環状線新十条通交差点な
　ど５か所

名勝円山公園再整備 <政策枠> 55,100 55,100 24,011 5,805

(25,284)

東山自然緑地における花の名所づくり <政策枠> 170,100 170,100 59,440 8,994

(101,666)

宝が池公園新景観創造事業 5,530 11,730 6,108 5,622

(6,200)

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業（新 21,000 21,000 4,500 5,207

駅設置に伴う梅小路公園再整備） (11,293)

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 63,650 89,150 49,602 13,120

梅小路公園魅力向上 <政策枠> (25,500) (26,428)

西新屋敷公園バリアフリー化整備

項　　　目
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

　　（建設局－4）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

その他公園整備 430,440 417,516 170,623 119,764

（新規整備） (△ 12,924) (127,129)

　桃山舟泊公園など
（再整備）
　本町公園など

(6 土地区画整理 1,331,937 1,745,337 787,396 423,641

　 事業) (413,400) (534,300)

公共団体区画整 公共団体区画整理補助事業 1,021,075 1,210,175 481,374 394,501

理補助事業 施行地区　伏見西部第三・第四・第五地区，上鳥 (189,100) (334,300)

　　　　　羽南部地区

(7 土地区画整理 事業費など 749,000 787,500 622,123 150,177

　 事業特別会計) 施行地区　伏見西部第三・第四・第五地区 (38,500) (15,200)

(8 市街地再開発 493,932 493,932 475,491 18,441

　 事業)
市街地再開発事 山科駅前地区公共施設維持管理 343,057 343,057 339,385 3,672

業 健康文化施設賃借料，地下道，交通広場維持管理
費

山科駅前地区公共施設等修繕 78,040 78,040 69,187 8,853

山科駅自転車等駐車場維持管理 45,835 45,835 45,268 567

(9 駐車場事業) 939,480 939,480 845,700 17,980

(75,800)

駐車場運営管理 駐車場運営 215,480 217,910 163,106 3,804

路外駐車場１か所，観光駐車場４か所 (2,430) (51,000)

駐車場事業特別会計繰出金 684,000 684,000 674,388 9,612

(10 駐車場事業特 1,207,000 1,210,164 1,206,662 3,502

　　別会計) 出町駐車場維持管理　　　　　　　　　39,390 (3,164)

御池駐車場維持管理　　　　　　　　 200,116
山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　81,195
公債費　　　　　　　　　　　　　　 885,961

一般会計からの繰入金 684,000 684,000 674,388 9,612

(11 災害対策事業) 300,000 873,900 310,952 511,648

(573,900) (51,300)

災害復旧 土木災害復旧 300,000 873,900 310,952 511,648

国道１６２号，安井緯１８号線など４１か所 (573,900) (51,300)

小塩川，一乗寺川など１８か所

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（建設局－5）


