
局区等名 箇所名 行政区
1 環境政策局 南部クリーンセンター 伏見区
　　環境政策局　　計：１箇所

2 行財政局 元崇仁小学校（須原通） 下京区
3 行財政局 旧サービス事業推進室庁舎 左京区
　　行財政局　　　計：２箇所

4 総合企画局 国際交流会館 左京区
　　総合企画局　　計：１箇所

5 文化市民局 京都市交響楽団練習場（北側） 北区
6 文化市民局 京都芸術センター　旧明倫幼稚園（南側） 中京区
7 文化市民局 京都芸術センター　旧明倫幼稚園（西側） 中京区
8 文化市民局 京都芸術センター　旧明倫幼稚園（北側） 中京区
9 文化市民局 考古資料館 上京区
10 文化市民局 史跡平安宮跡（豊楽院跡） 中京区
11 文化市民局 史跡平安宮跡（内裏跡） 上京区
12 文化市民局 上ノ山古墳 西京区
13 文化市民局 歴史資料館 上京区
14 文化市民局 男女共同参画推進課分室（東側） 右京区
15 文化市民局 男女共同参画推進課分室（北側） 右京区

16 文化市民局
左京東部いきいき市民活動センター

高齢者ふれあいサロン
左京区

17 文化市民局 嵯峨証明書発行コーナー（短辺） 右京区
18 文化市民局 旧吉祥院浴場跡地 南区
19 文化市民局 西京極総合運動公園（第３駐車場付近） 右京区
20 文化市民局 西京極総合運動公園（第４駐車場付近） 右京区
21 文化市民局 市民スポーツ会館 右京区
22 文化市民局 武道センター 左京区
23 文化市民局 朱雀公園 中京区
24 文化市民局 殿田公園 南区
25 文化市民局 吉祥院公園（西側，北側） 南区
26 文化市民局 吉祥院公園（東側） 南区
27 文化市民局 上鳥羽公園 南区
28 文化市民局 百々橋ちびっこひろば 上京区
29 文化市民局 大峰図子町ちびっこひろば 上京区
30 文化市民局 桜木町ちびっこひろば 上京区
31 文化市民局 役人町ちびっこひろば 上京区
32 文化市民局 白銀町ちびっこひろば 上京区
33 文化市民局 左京No.３（ちびっこひろば） 左京区
34 文化市民局 近衛町ちびっこ広場 左京区
35 文化市民局 小雀（ちびっこひろば） 中京区
36 文化市民局 森神（ちびっこひろば） 中京区

ブロック塀９月補正予算対象箇所一覧

【注意事項】
・９月補正予算で撤去等の経費を計上した箇所を掲載しています。

・９月補正予算で計上する箇所は，緊急点検結果（８月末時点）に基づき判断したもので，詳細調

査等を踏まえ，予算の範囲内で，対象施設の追加，差し替え等の対応を行う可能性があります。

【９月補正予算で計上した箇所の考え方は以下のとおり】
〇 高さが２．２ｍを超えるもの

〇 高さが２．２ｍ以下であっても，塀の状態が「倒壊の危険性が高い状態（※）」に該当するもの

※倒壊の危険性が高い状態の考え方

高さが１．２ｍ以上２．２ｍ以下の塀のうち，

①控え壁がないもの

②控え壁はあるが，塀の状態を総合的に判断し，危険と考えられるもの

※ 詳細調査等を踏まえ，対象箇所の差し替えや，本市所管でないことの判明により，補正予算

計上時（３１３箇所）から箇所数が変動しています。



局区等名 箇所名 行政区
37 文化市民局 東高田町（ちびっこひろば） 中京区
38 文化市民局 島ノ内（ちびっこひろば） 中京区
39 文化市民局 青葉公園（ちびっこひろば） 山科区
40 文化市民局 平安高校前通路（ちびっこひろば） 下京区
41 文化市民局 西七条赤社町（ちびっこひろば） 下京区
42 文化市民局 綾戸国中神社（ちびっこひろば） 南区
43 文化市民局 高田町（ちびっこひろば） 南区
44 文化市民局 なかよし（ちびっこひろば） 南区
45 文化市民局 わかまつ（ちびっこひろば） 南区
46 文化市民局 太田町（ちびっこひろば） 右京区
47 文化市民局 樫原釘貫町　２棟（ちびっこひろば） 西京区
48 文化市民局 松尾木ノ曽町（ちびっこひろば） 西京区
49 文化市民局 山田葉室町（ちびっこひろば） 西京区
50 文化市民局 上桂宮ノ後町（ちびっこひろば） 西京区
51 文化市民局 竹田桶ノ井町ちびっこひろば 伏見区
52 文化市民局 深草鳥居崎町（ちびっこひろば） 伏見区
53 文化市民局 醍醐No.８（ちびっこひろば） 伏見区
54 文化市民局 山国（田舎暮らし体験住宅） 右京区
55 伏見区役所 北城堀センター（元納所福祉センター） 伏見区

　　文化市民局（区役所含む）　計：５１箇所
56 産業観光局 京都市中央卸売市場第二市場 南区
57 産業観光局 旧深草公設小売市場 伏見区
58 産業観光局 旧勧修公設小売市場 山科区
59 産業観光局 旧船岡公設小売市場 北区
60 産業観光局 旧下鴨公設小売市場 左京区
61 産業観光局 旧北野公設小売市場 上京区
62 産業観光局 旧花園公設小売市場 右京区

　　産業観光局　　計：７箇所
63 保健福祉局 よしだ学園，よしだ福祉工場 左京区

64 保健福祉局
若杉，若杉ホーム，あん’ず若杉，しょうがい者生活

支援センター若杉（旧若杉学園）
南区

65 保健福祉局 旧こころの健康増進センター 中京区
66 保健福祉局 西大路工房 中京区
67 保健福祉局 健康増進センター 南区
68 保健福祉局 旧今熊野老人いこいの家 東山区
69 保健福祉局 上京老人福祉センター 上京区
70 保健福祉局 南老人福祉センター 南区
71 保健福祉局 衣笠老人デイサービスセンター 北区
72 保健福祉局 東山老人デイサービスセンター 東山区
73 保健福祉局 陶化老人デイサービスセンター 南区
74 保健福祉局 西院老人デイサービスセンター 右京区
75 保健福祉局 小川特別養護老人ホーム 上京区

　　保健福祉局　　計：１３箇所
76 子ども若者はぐくみ局 楽只児童館 北区
77 子ども若者はぐくみ局 紫竹児童館 北区
78 子ども若者はぐくみ局 吉田児童館 左京区
79 子ども若者はぐくみ局 山王児童館 南区
80 子ども若者はぐくみ局 久世児童館 南区
81 子ども若者はぐくみ局 淀児童館 伏見区
82 子ども若者はぐくみ局 山科青少年活動センター① 山科区
83 子ども若者はぐくみ局 山科青少年活動センター② 山科区
84 子ども若者はぐくみ局 南青少年活動センター① 南区
85 子ども若者はぐくみ局 南青少年活動センター② 南区
86 子ども若者はぐくみ局 静原キャンプ場 左京区
87 子ども若者はぐくみ局 児童福祉センター 上京区
88 子ども若者はぐくみ局 永興くじょう保育園 南区
89 子ども若者はぐくみ局 楽只保育所（船岡分園） 北区
90 子ども若者はぐくみ局 崇仁保育所 下京区
91 子ども若者はぐくみ局 久世保育所 南区
92 子ども若者はぐくみ局 淀保育所 伏見区

　　子ども若者はぐくみ局　計：１７箇所



局区等名 箇所名 行政区
93 都市計画局 上賀茂市営住宅① 北区
94 都市計画局 上賀茂市営住宅② 北区
95 都市計画局 上賀茂市営住宅③ 北区
96 都市計画局 上賀茂市営住宅④ 北区
97 都市計画局 三宅第二市営住宅① 左京区
98 都市計画局 三宅第二市営住宅② 左京区
99 都市計画局 三条市営住宅① 東山区
100 都市計画局 三条市営住宅② 東山区
101 都市計画局 岡崎市営住宅① 左京区
102 都市計画局 岡崎市営住宅② 左京区
103 都市計画局 崇仁市営住宅① 下京区
104 都市計画局 崇仁市営住宅② 下京区
105 都市計画局 醍醐西市営住宅 伏見区
106 都市計画局 下鳥羽市営住宅 伏見区
107 都市計画局 三条浴場 東山区
108 都市計画局 東九条地区市有地① 南区
109 都市計画局 東九条地区市有地② 南区

　　都市計画局　　計：１７箇所
110 建設局 北部土木事務所 北区
111 建設局 北部土木事務所（今宮倉庫） 北区
112 建設局 左京土木事務所 左京区
113 建設局 左京土木事務所（北大路資材置場） 左京区
114 建設局 東部土木事務所 山科区
115 建設局 南部土木事務所 南区
116 建設局 西部土木事務所 右京区
117 建設局 西京土木事務所 西京区
118 建設局 伏見土木事務所 伏見区
119 建設局 北部みどり管理事務所 右京区
120 建設局 市街地整備課（元資材置場） 右京区
121 建設局 西賀茂自転車駐車場 北区
122 建設局 西羽束師排水機場管理事務所跡 伏見区
123 建設局 竹田西浦排水機場 伏見区
124 建設局 淀城跡公園予定地 伏見区
125 建設局 宝が池公園予定地 左京区
126 建設局 北東公園 北区
127 建設局 上庄田公園 北区
128 建設局 船岡山公園 北区
129 建設局 鷹峯第二公園 北区
130 建設局 薬師山東第二公園 北区
131 建設局 翔鸞公園 上京区
132 建設局 小川公園 上京区
133 建設局 南市原公園 左京区
134 建設局 近衛公園 左京区
135 建設局 長谷北第二公園 左京区
136 建設局 秋元公園 左京区
137 建設局 玉岡公園 左京区
138 建設局 西の京公園 中京区
139 建設局 前出公園 山科区
140 建設局 北溝公園 山科区
141 建設局 東北溝公園 山科区
142 建設局 南溝公園 山科区
143 建設局 谷田公園 山科区
144 建設局 川田山田公園 山科区
145 建設局 川田欠ノ上公園 山科区
146 建設局 堂田公園 山科区
147 建設局 西金ヶ崎公園 山科区
148 建設局 東野八代公園 山科区
149 建設局 椥辻西浦公園 山科区
150 建設局 辻脇公園 山科区
151 建設局 厨子奥公園 山科区
152 建設局 植松公園 下京区



局区等名 箇所名 行政区
153 建設局 小坂公園 下京区
154 建設局 名倉公園 下京区
155 建設局 西塩小路久保公園 下京区
156 建設局 中久世公園 南区
157 建設局 東大藪公園 南区
158 建設局 南大藪公園 南区
159 建設局 西浦公園 南区
160 建設局 西政所公園 南区
161 建設局 琵琶塚公園 南区
162 建設局 石原南公園 南区
163 建設局 北石原上公園 南区
164 建設局 御霊公園 南区
165 建設局 春栄公園 右京区
166 建設局 桂橋公園 右京区
167 建設局 一ノ井公園 右京区
168 建設局 芝野公園 右京区
169 建設局 常磐野公園 右京区
170 建設局 太秦公園 右京区
171 建設局 平和台公園 西京区
172 建設局 桂巽公園 西京区
173 建設局 松陽公園 西京区
174 建設局 風呂ノ橋公園 西京区
175 建設局 江ノ本公園 西京区
176 建設局 南福西西公園 西京区
177 建設局 南福西南公園 西京区
178 建設局 谷寺公園 伏見区
179 建設局 津田公園 伏見区
180 建設局 南津田公園 伏見区
181 建設局 上林公園 伏見区
182 建設局 南西裏公園 伏見区
183 建設局 深草西公園 伏見区
184 建設局 深草東公園 伏見区
185 建設局 深草砂川東公園 伏見区
186 建設局 車阪公園 伏見区
187 建設局 山殿公園 伏見区
188 建設局 川東公園 伏見区
189 建設局 小久保公園 伏見区
190 建設局 古川公園 伏見区
191 建設局 南古川公園 伏見区
192 建設局 貴船公園 伏見区
193 建設局 貴船北公園 伏見区
194 建設局 羽束師鴨川第三公園 伏見区
195 建設局 東古川公園 伏見区
196 建設局 西大山公園 伏見区
197 建設局 泓ノ壷公園 伏見区
198 建設局 南部公園 伏見区
199 建設局 生津第二公園 伏見区
200 建設局 生津公園 伏見区
201 建設局 森の宮公園 伏見区
202 建設局 久我石原公園 伏見区
203 建設局 久我石原西公園 伏見区
204 建設局 北志水公園 伏見区
205 建設局 松平筑前公園 伏見区
206 建設局 二の丸公園 伏見区
207 建設局 丸町公園 伏見区
208 建設局 御霊ヶ下東公園 伏見区
209 建設局 南裏公園 伏見区
210 建設局 深草ケナサ公園 伏見区
211 建設局 樋爪公園 伏見区

　　建設局　　計：１０２箇所



局区等名 箇所名 行政区
212 消防局 北消防署（東側及び南側） 北区
213 消防局 岡崎消防出張所 左京区
214 消防局 山科消防署（北側） 山科区
215 消防局 御室消防出張所 右京区
216 消防局 山ノ下消防出張所 伏見区

　　消防局　　計：５箇所
217 教育委員会 元梅逕中学校 下京区
218 教育委員会 元安寧小学校 下京区
219 教育委員会 元今熊野小学校 東山区
220 教育委員会 元洛陽工業高 南区
221 教育委員会 元新洞小学校 左京区
222 教育委員会 上賀茂幼稚園 北区
223 教育委員会 伏見板橋幼稚園 伏見区
224 教育委員会 元町小学校 北区
225 教育委員会 上賀茂小学校 北区
226 教育委員会 鳳徳小学校 北区
227 教育委員会 紫竹小学校 北区
228 教育委員会 紫明小学校 北区
229 教育委員会 柏野小学校 北区
230 教育委員会 楽只小学校 北区
231 教育委員会 大将軍小学校 北区
232 教育委員会 京極小学校 上京区
233 教育委員会 翔鸞小学校 上京区
234 教育委員会 正親小学校 上京区
235 教育委員会 洛中小学校 中京区
236 教育委員会 朱雀第四小学校 中京区
237 教育委員会 朱雀第八小学校 中京区
238 教育委員会 七条小学校 下京区
239 教育委員会 九条塔南小学校 南区
240 教育委員会 吉祥院小学校 南区
241 教育委員会 大藪小学校 南区
242 教育委員会 錦林小学校 左京区
243 教育委員会 第三錦林小学校 左京区
244 教育委員会 養正小学校 左京区
245 教育委員会 養徳小学校 左京区
246 教育委員会 松ヶ崎小学校 左京区
247 教育委員会 修学院小学校 左京区
248 教育委員会 山階小学校 山科区
249 教育委員会 山階南小学校 山科区
250 教育委員会 安朱小学校 山科区
251 教育委員会 西野小学校 山科区
252 教育委員会 陵ケ岡小学校 山科区
253 教育委員会 音羽小学校 山科区
254 教育委員会 音羽川小学校 山科区
255 教育委員会 勧修小学校 山科区
256 教育委員会 小野小学校 山科区
257 教育委員会 大宅小学校 山科区
258 教育委員会 百々小学校 山科区
259 教育委員会 嵯峨野小学校 右京区
260 教育委員会 安井小学校 右京区
261 教育委員会 西院小学校 右京区
262 教育委員会 西京極小学校 右京区
263 教育委員会 川岡小学校 西京区
264 教育委員会 樫原小学校 西京区
265 教育委員会 松尾小学校 西京区
266 教育委員会 桂小学校 西京区
267 教育委員会 新林小学校 西京区
268 教育委員会 境谷小学校 西京区
269 教育委員会 大原野小学校 西京区
270 教育委員会 深草小学校 伏見区
271 教育委員会 竹田小学校 伏見区



局区等名 箇所名 行政区
272 教育委員会 小栗栖小学校 伏見区
273 教育委員会 池田小学校 伏見区
274 教育委員会 醍醐西小学校 伏見区
275 教育委員会 下鳥羽小学校 伏見区
276 教育委員会 納所小学校 伏見区
277 教育委員会 向島小学校 伏見区
278 教育委員会 向島藤の木小学校 伏見区
279 教育委員会 旭丘中学校 北区
280 教育委員会 衣笠中学校 北区
281 教育委員会 上京中学校 上京区
282 教育委員会 嘉楽中学校 上京区
283 教育委員会 二条中学校 上京区
284 教育委員会 北野中学校 中京区
285 教育委員会 朱雀中学校 中京区
286 教育委員会 八条中学校 南区
287 教育委員会 岡崎中学校 左京区
288 教育委員会 高野中学校 左京区
289 教育委員会 下鴨中学校 左京区
290 教育委員会 近衛中学校 左京区
291 教育委員会 修学院中学校 左京区
292 教育委員会 勧修中学校 山科区
293 教育委員会 安祥寺中学校 山科区
294 教育委員会 音羽中学校 山科区
295 教育委員会 蜂ヶ岡中学校 右京区
296 教育委員会 太秦中学校 右京区
297 教育委員会 嵯峨中学校 右京区
298 教育委員会 四条中学校 右京区
299 教育委員会 西院中学校 右京区
300 教育委員会 双ヶ丘中学校 右京区
301 教育委員会 桂中学校 西京区
302 教育委員会 洛西中学校 西京区
303 教育委員会 深草中学校 伏見区
304 教育委員会 藤森中学校 伏見区
305 教育委員会 伏見中学校 伏見区
306 教育委員会 桃陵中学校 伏見区
307 教育委員会 大淀中学校 伏見区
308 教育委員会 醍醐中学校 伏見区
309 教育委員会 栗陵中学校 伏見区
310 教育委員会 堀川高等学校 中京区
311 教育委員会 紫野高等学校 北区

　　教育委員会　　計：９５箇所


