
建設局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

      平成３０年度は，大阪府北部を震源とする地震をはじめ，７月豪雨や暴風による被害

を生じた台風２１号などこれまでに経験したことのない自然災害が多発した年度であ

ったが，京都市では，市民生活に大きな影響を及ぼす被害があったものの，尊い人命が

失われることなく，また，被害も最小限に食い止めることができた。これは，これまで

から東日本大震災や平成２５年の台風１８号による大きな被害から得た教訓を生かし

て，「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

化修繕をはじめ，災害防除，普通河川緊急対策，排水機場の老朽化修繕等に計画的に取

り組んできたことによるものであり，平成３１年度においても，引き続き，自然災害か

ら市民の皆様の命と暮らしを守るため，これらの防災・減災対策を着実に進めていく。 

   また，アプリケーション「みっけ隊」の活用などによる市民の皆様との協働による維

持管理に取り組むとともに，生活道路の補修が必要な箇所に早期に対応する「地域にお

いて日常的に利用される道路の維持補修の充実」や街路樹等の維持管理を充実すること

などにより，市民の皆様にとっても安心・安全で快適な京都のまちを守る取組を進めて

いく。 

   これらに加えて，「今後の道路整備事業の進め方」に基づく北泉通や鴨川東岸線など

の道路整備事業や，平成３０年１２月に策定した「今後の無電柱化の進め方」に基づく

無電柱化の推進，自転車保険の加入義務化の周知などの更なる自転車政策の推進，名勝

円山公園の再整備などを着実に進めることで，都市基盤の強化と都市の魅力向上に取り

組み，京都の文化力向上など新たな付加価値の創出や，ひと・ものの交流促進とまちの

継続的成長を支えるための取組を進めていく。 

 

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 2,913,800 千円（うち政策分 2,823,500 千円） 

   「道路のり面維持保全計画」に基づく緊急輸送道路等に面する斜面の防災対策 

              全体事業費   603,400 千円（うち政策分   282,200 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     383,000 千円 

   「河川維持保全基本計画」に基づく普通河川点検業務        14,300 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，耐震改修 

                                   774,400 千円 

  雨庭整備事業                           19,300 千円 

  産業用地創出事業                          3,200 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 27,123,000 24,117,000

特別会計合計 662,000 1,019,000

1 道路事業 13,864,992 12,489,899

道 路 維 持 ・ 管 理 公共事業評価 4,096 4,172

道路維持補修等 4,615,762 4,437,881

清掃・除草，舗装道補修など

文化首都・京都にふさわしい，良好な道路空間の創出

交通安全対策

国庫補助金を活用した維持補修など

　舗装道補修，横断歩道橋撤去･補修，トンネル補修,

　カルバート・シェッド補修，歩いて楽しいまちなかゾ

　ーンの推進

　　　　　など

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・充実 80,000 80,000

道路除草・清掃の充実

歴史的景観を保全・継承する京の道づくり 60,000 65,000

地域において日常的に利用される道路の維持補修の充実 240,000 160,000

ＩＣＴを活用した市民協働による公共土木施設の維持管理 4,010 4,010

市民協働アプリケーション「みっけ隊」の運用など

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 123,500 20,000

安井経６号線他（ねねの道）

京都高速道路移管に伴う維持管理 172,783 127,113

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 900,000 659,100

先斗町通，三条通（三条大橋西詰～河原町通）など

道路特別整備 120,995 525,177

京都京北線（弁ヶ淵)，京都広河原美山線（鞍馬北工区)

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

道路改良 349,508 438,252

三栖向納所線，西今出川通（北野白梅町）など

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 3,517,200 2,919,769

いのちを守る　橋りょう健全化プログラム

　耐震補強 <政　策>

　　御薗橋，松尾橋など

　老朽化修繕 <政　策>

    賀茂大橋，稲荷橋など

　　　　　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 <政　策>

　国道４７７号，醍醐大津線など

　　　　　　　　　　　　　　など

交通バリアフリー対策等 452,800 299,235

五条・七条地区，太秦地区など

安心・安全な東大路歩行空間創出事業 367,765 298,200

歩道勾配改善，歩道拡幅，回遊性向上に向けた周辺道路

の景観舗装など

ＪＲ奈良線高速化・複線化　第二期事業 44,640 -

長岡踏切，第一御陵踏切周辺整備など

国直轄事業負担金 国道１号，９号，２４号，１７１号 1,454,000 1,300,000

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 220,000 220,000

2 街路事業 2,613,304 2,184,633

街 路 整 備 重要幹線街路整備 1,588,436 1,405,067

北泉通，桂馬場線など

幹線街路整備 333,964 200,566

中山石見線，鴨川東岸線（第二工区）など

ＪＲ奈良線高速化・複線化　第二期事業 690,904 579,000

（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 603,591 538,927

自 転 車 政 策 自転車安全利用の推進 41,813 35,454

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

自転車保険の加入義務化

プレ・サイクルセンター事業

　　　　　　　　　　　　など

放置自転車対策 417,648 355,657

放置自転車防止啓発，撤去委託，保管所運営費

民間自転車等駐車場整備助成金，駐輪場設備修繕，駐輪

場運営費等

　　　　など

自転車走行環境の整備 144,130 147,816

4 浸水防除事業 3,333,106 3,454,981

河川排水路維持・ 普通河川改良 40,000 209,100

整備 杉坂川

高瀬川再生プロジェクト 59,000 100,000

護岸整備（高辻橋～五条通）

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト 1,171,700 1,115,200

「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>

「河川維持保全基本計画」に基づく普通河川点検業務

<政　策>

「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，耐震改修 <政　策>

河川維持管理 689,245 837,094

浚渫・除草等

排水路改修 167,677 113,821

水路等に架かる通路橋適正化事業 17,850 17,900

小栗栖排水機場周辺浸水被害に係る損害賠償 67,400 77,500

都 市 河 川 整 備 都市河川整備 853,945 719,355

西羽束師川，西高瀬川，七瀬川など

（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

5 緑化推進 3,314,669 2,789,561

公園緑地維持管理 公園維持管理 1,255,330 997,701

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 691,090 506,344

高木剪定，紅葉街路樹二段階剪定など

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・充実 12,300 12,000

公園におけるトイレ清掃の充実

公 園 緑 地 整 備 緑の基本計画に基づく緑化推進 12,641 12,981

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

　民有地緑化支援事業

　　　　　　　　　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～ 336,900 278,344

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～　　

紅葉景観創造事業

雨庭整備事業 <政　策>

　　　　　など

健康長寿のための公園づくり 11,800 9,700

ニュータウンの活性化に係る取組の推進 74,385 57,200

洛西ニュータウンの魅力ある公園整備

宝が池公園の魅力向上 9,134 5,000

宝が池公園新景観創造事業

名勝円山公園再整備 198,555 69,276

東山自然緑地における花の名所づくり 91,104 139,450

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 17,765 31,500

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・充実 158,900 114,900

公園におけるトイレのリニューアル

その他公園整備 444,765 555,165

北白川公園，八条公園，大宮交通公園など

（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 1,870,275 1,321,566

公共団体区画整理補 公共団体区画整理補助事業 1,097,611 998,637

助事業 伏見西部第四地区，伏見西部第五地区など

産業用地創出事業 <政　策> 3,200 -

伏見西部第五地区

区画整理幹線街路費 区画整理幹線街路費 532,200 273,000

伏見西部第四地区，伏見西部第五地区など

組合区画整理補助事 組合区画整理補助事業 185,000 -

業 桃山東第二地区

7 土地区画整理事業

　　特別会計 662,000 342,000

事業費など       　　　　　　　　　        554,000

伏見西部第三地区，伏見西部第五地区など

基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　 108,000

公共施設等整備管理基金

8 市街地再開発事業 360,225 446,526

市街地再開発事業 山科駅前地区公共施設維持管理 83,467 346,171

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

山科駅前地区景観整備事業 115,110 -

山科駅前地区公共施設等修繕 31,327 43,020

山科駅駐車場維持管理 74,065 -

山科駅自転車等駐車場維持管理 45,086 46,175

9 駐車場事業 395,754 368,450

駐 車 場 運 営 管 理 駐車場運営 391,154 165,850

路外駐車場１か所，観光駐車場４か所

道路附属物自動車駐車場２か所

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・充実 4,600 91,600

トイレ清掃の充実

（建設局－5）
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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

10 駐車場事業特別会計 - 677,000

11 基金積立金 267,084 122,457

基 金 積 立 金 基金積立金 267,084 122,457

公共施設等整備管理基金

緑化・公園管理基金

駐車場基金

12 災害対策事業 500,000 400,000

災 害 復 旧 土木災害復旧 500,000 400,000

（建設局－6）
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