
 

 

建設局決算の概要 

 

１ 決算総括 

平成 30 年度は，6 月の大阪府北部を震源とする地震，7 月豪雨及び台風 20 号，

21 号，24 号等と，相次ぐ自然災害により，本市の公共土木施設も多数の被害を受

けたことから，補正予算も活用し，被災箇所の早期復旧に取り組んだ。 

また，自然災害から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，緊急輸送道路等に面する斜面の防災対策，普通河川緊急対策，排水機

場の老朽化修繕などの防災・減災対策を着実に進めるとともに，ＩＣＴを活用した

アプリケーション「みっけ隊」の運用等による市民の皆様との協働による維持管理，

「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」による生活道路の補修，

公園・駐車場におけるトイレのリニューアル及び清掃の充実，自転車走行環境の整

備など，安心・安全で快適な京都のまちを守る取組を推進した。 

これらに加え，御前通の石畳風舗装，巽橋木製高欄再整備など「世界の文化首都・

京都」にふさわしい公共空間の創出に取り組むとともに，平成 29 年 3 月に策定し

た「今後の道路整備事業の進め方」に基づく鴨川東岸線などの道路整備事業，ＪＲ

嵯峨野線の梅小路京都西駅設置事業，土地区画整理事業など，都市基盤の整備を着

実に推進した。 

今後も，市民の皆様の命と暮らしを守る取組を強力に進めるとともに，レジリエ

ンスとＳＤＧｓの理念を踏まえ，文化を基軸とした施策を展開し，持続可能なまち

づくりを推進する。 

 

２ 重点取組の実績 

（１）「世界の文化首都・京都」にふさわしい公共空間の創出 

取組名 実 績 

庭園のように設え

られた緑の創出 

・道路の森づくり（下鴨本通など3路線にソヨゴ等131本植栽） 

・花の道づくり（外環状線など5路線にハナミズキ86本，サトザクラ23

本，低木アジサイ等82か所，地被マツバギク等118か所植栽） 

・民有地緑化の支援（高木14本，中木153本，生垣219本） 

文化や歴史を生か

した公園・水辺の

魅力向上 

・名勝円山公園の再整備（流れ修復，樹木剪定等） 

・東山自然緑地における花の名所づくり（植栽，施設整備等） 

・明治産業遺産としての梅小路チンチン電車の再生（明治150年関連事業） 

・向島，洛西ニュータウンにおける公園の再整備（園路修繕等） 

・高瀬川再生プロジェクトの推進（綾小路橋～高辻橋の護岸整備等） 

文化首都・京都な

らではの良質な道

路空間の創出 

・歴史的景観を保全，継承する京の道づくりの推進（御前通） 

・無電柱化事業の推進（先斗町通など5路線） 

・巽橋木製高欄再整備 

・三条大橋の補修，修景に向けた寄付による財源の確保 
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（２）いのちと暮らしを守る防災・減災対策の充実・強化 

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（北山大橋

など11橋），老朽化修繕（賀茂大橋など7橋） 

道路に面する斜面

の防災対策 

・緊急輸送道路（国道162号，渋谷蹴上線） 

・下鴨静原大原線など13路線 

河川の改修や排水

機場の老朽化修繕 

・都市基盤河川整備（西羽束師川など7河川），普通河川改良（小塩川な

ど4河川），普通河川緊急対策（竹田川，奥殿川） 

・京北周山地域浸水対策の実施 

・河川の点検（「河川維持保全基本計画」に基づく普通河川点検業務） 

・排水機場の機器更新など（11排水機場，2樋門） 

 

（３）市民協働で取り組む，誰もが満足する維持管理の推進 

取組名 実 績 

住む人にも訪れる

人にも満足度の高

い維持管理の推進 

・公園，駐車場におけるトイレのリニューアル及び清掃の充実（洋式化：

7公園（うち5公園は設計），3駐車場，清掃の充実：24公園，7駐車場） 

・道路除草，清掃の充実 

市民協働による維

持管理の推進 

・京都の近代化を支えた土木施設を巡るツアーの開催（明治150年関連事

業） 

・公園愛護協力会との共汗による美化推進（675団体） 

・「みっけ隊」を活用した市民協働による維持管理の推進 

予算の重点配分等

による維持管理の

充実 

・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 

・河川の維持管理の充実 

 

  （４）都市の成長を支え，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

促進とまちの継続

的成長を支えるた

めの道路整備の推

進 

・「今後の道路整備事業の進め方」に基づく道路整備の推進（鴨川東岸線

第二工区，北泉通など） 

・京都高速道路新十条通の京都市への移管に伴う設備の改修等（交差点改

良，設備・システムの振替等） 

京都の更なる発展

に向けた都市基盤

の整備 

・JR嵯峨野線梅小路京都西駅設置 

・上鳥羽南部地区や伏見西部地区における土地区画整理事業の推進 

「歩くまち・京都」

の実現 

・交通バリアフリー化事業の推進（烏丸地区など） 

・安心，安全な東大路歩行空間創出事業の推進（景観に配慮した舗装等） 

・自転車走行環境整備の推進（七条通など13.8km） 
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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。

51,100

差引

1,005,800

115,6951,951,552 1,316,757 519,100

8,836,386 5,576,145 2,308,500 951,741

2,670,829 1,896,087 348,200 426,542

257,450 237,896 - 19,554

7,476,692

歳　　入 677,000

歳　　出 677,000 656,384 -

163,435

予算現額 翌年度繰越額

656,384 -

歳　　出 396,400

20,616

差引

20,616

予算現額 決算額

決算額

歳　　入 396,400

181,865

43,257

113,400

39,090 9,200

454,075 18,521

1,005,800 365,219

△ 76,196

606,600

2,392,500 1,021,481

365,219

翌年度繰越額

災 害 対 策 費 2,392,500 1,021,481

計 35,568,100

88,280

220,000

1,210,886

4,014,661 3,187,539

171,710

922,466 777,788

-

31,278

446,526 403,269

1,905,766

3,719,395 2,767,583 723,900 227,912

325,522501,600

24,525,199 7,251,200 3,791,701

5,574,902 1,077,700 824,090

土 木 費 33,175,600 23,503,718 6,245,400 3,426,482

753,877 515,776 37,200 200,901

款項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

諸 収 入 1,699,606 467,568 1,232,038-

計 15,371,017 10,534,592 2,013,1742,823,251

寄 附 金 137,078 289,102 △ 152,024-

繰 入 金 266,739 143,195 123,544-

府 支 出 金 532,356 391,993 262140,101

財 産 収 入 431,533 423,995 7,538-

使 用 料 及 び 手 数 料 3,974,631 3,921,924 52,707-

国 庫 支 出 金 8,256,445 4,864,371 708,9242,683,150

分 担 金 及 び 負 担 金 72,629 32,444 40,185-

Ａ Ｂ Ｃ

（単位：千円）

予算現額 収入済額

Ａ-Ｂ-Ｃ
款

差引翌年度繰越額
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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 24,117,000 35,568,100 24,525,199 3,791,700

(11,451,100) (7,251,200)

特別会計合計 1,019,000 1,073,400 838,249 184,051

(54,400) (51,100)

(1 道路事業) 12,489,899 16,337,919 11,068,828 1,941,782

(3,848,020) (3,327,309)

道路維持・管理 公共事業評価 4,172 4,172 3,499 673

再評価事業　　１４事業
事後評価事業　２事業

道路維持補修等 4,437,881 5,893,369 4,281,633 565,628

清掃・除草 (1,455,488) (1,046,108)

舗装道補修等　下鴨京都停車場線，京都宇治線な
　　　　　　　ど６７路線
　　　　　　　除雪・凍結防止
　　　　　　　　　　　　　など
おもてなし除草
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
　歩道整備　　国道３６７号（烏丸通）
　　　　　　　二条停車場嵐山線など１８路線
　交差点改良　太秦上桂線，宇多野嵐山山田線
　路肩整備　　岩倉６号線，山科日ノ岡経１号線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　西陣横断歩道橋など５橋
　梅津東山七条線，北山通など２２路線
　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　　　　　　　　　　　　　　　など

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・ 80,000 80,000 68,113 11,887

充実
道路除草・清掃の充実 <政　策>

歴史的景観を保全・継承する京の道づくり <政　策> 65,000 65,000 59,019 5,981

地域において日常的に利用される道路の維持補修 160,000 160,000 148,056 11,944

の充実

ＩＣＴを活用した市民協働による公共土木施設の 4,010 4,006 3,776 230

維持管理 (△ 4)

京都の近代化を支えた土木施設を巡るツアー（
明治１５０年関連事業） <新　規>

市民協働アプリケーション「みっけ隊」の運用

京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業 18,000 18,000 15,979 2,021

石畳舗装維持補修 20,000 13,498 13,498 -

弥栄経１０号線（ねねの道） (△ 6,502)

京都高速道路移管に伴う関連事業 127,113 113,923 30,926 15,658

交差点改良，設備・システムの振替など (△ 13,190) (67,339)

公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置 - 51,000 17,784 1,016

<新　規> (51,000) (32,200)

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）

84



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

道 路 整 備 無電柱化事業（京のみちづくり） 659,100 1,137,382 507,384 190,742

先斗町通，銀閣寺宇多野線（銀閣寺道），宇多野 (478,282) (439,256)

嵐山山田線（長辻通），後院通，三条通

道路特別整備 232,577 611,836 355,521 51,251

国道　　国道１６２号(高雄改良) (379,259) (205,064)

地方道　京都広河原美山線（鞍馬北），京都京北
　　　　線（弁ヶ淵）

道路改良 175,252 209,250 101,940 17,090

京都広河原美山線（鞍馬北），三栖向納所線など (33,998) (90,220)

１１路線

いのちを守る都市基盤防災･減災対策プロジェクト 2,907,769 4,014,163 2,619,828 366,227

いのちを守る　橋りょう健全化プログラム (1,106,394) (1,028,108)

　耐震補強 <政　策>

　　北山大橋，宮前橋など１１橋
　老朽化修繕 <政　策>

　　賀茂大橋，常盤橋など７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，渋谷蹴上線 <政　策>

　下鴨静原大原線，柚原向日線など

交通バリアフリー対策等 299,235 384,583 180,433 52,942

烏丸地区，伏見地区，東福寺地区など (85,348) (151,208)

安心・安全な東大路歩行空間創出事業 298,200 381,224 166,343 30,294

回遊性向上に向けた周辺道路の景観に配慮した舗 (83,024) (184,587)

装や照明灯の暖色化による魅力ある道路整備
<政　策>

歩道勾配の改善，歩道拡幅など

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業（新 555,600 752,825 615,060 68,746

駅設置に伴う周辺整備） (197,225) (69,019)

巽橋木製高欄再整備 <政　策> 12,000 12,000 10,229 1,771

国直轄事業負担 国道１号，９号，２４号，１７１号 1,300,000 1,300,000 1,029,642 270,358

金

受 託 工 事 企業者掘削跡路面復旧受託工事 220,000 220,000 39,090 171,710

(9,200)

(2 街路事業) 2,184,633 4,641,861 3,545,370 259,191

(2,457,228) (837,300)

街 路 整 備 重要幹線街路整備 1,243,267 1,841,184 972,678 202,136

鴨川東岸線（第二工区），北泉通など１２路線 (597,917) (666,370)

幹線街路整備 180,566 314,385 177,227 23,758

中山石見線，伏見向日町線など１１路線 (133,819) (113,400)

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業 161,800 1,846,560 1,764,760 24,270

(1,684,760) (57,530)

「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 20,000 51,274 46,313 4,961

四条通歩道拡幅事業に伴う地上機器の美装化 (31,274)

ＪＲ奈良線高速化・複線化　第二期事業 579,000 588,458 584,392 4,066

(9,458)

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

決算額(D)

　　（建設局－2）
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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

(3 自転車政策) 538,927 629,474 440,604 83,578

(90,547) (105,292)

自 転 車 政 策 自転車安全利用の推進 35,454 35,454 32,158 3,296

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
　　　　　　　　　　など

放置自転車対策 322,197 320,592 284,588 36,004

放置自転車防止啓発，撤去委託，保管所運営費 (△ 1,605)

　撤去台数　４３，６２０台
　返還台数　３３，０６８台
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
公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置

<新　規>

駐輪場における誰もが利用しやすい２段ラックへ 33,460 33,460 20,788 12,672

の更新
花園駅，西院駅

自転車走行環境の整備 147,816 239,968 103,070 31,606

(92,152) (105,292)

(4 浸水防除事業) 3,454,981 4,704,881 3,221,147 616,434

(1,249,900) (867,300)

河川排水路維持 普通河川改良 209,100 372,233 331,754 21,216

・整備 小塩川，若狭川（尺八池）など４河川 (163,133) (19,263)

高瀬川再生プロジェクト 100,000 106,353 78,001 28,352

「文化芸術都市・京都」の新たな文化ゾーンの創 (6,353)

出に寄与する「高瀬川再生プロジェクト」の推進
<政　策>

護岸整備（綾小路橋～高辻橋）など

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェク 1,115,200 1,314,614 861,074 219,914

ト (199,414) (233,626)

「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>

　竹田川，奥殿川
「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 <政　策>

公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置
<新　規>

京北周山地域浸水対策 <政　策>

河川維持管理 837,094 1,218,507 834,250 188,592

浚渫・除草など (381,413) (195,665)

排水路改修 113,821 115,974 85,054 27,979

(2,153) (2,941)

水路等に架かる通路橋適正化事業 17,900 17,900 16,037 1,863

通路橋の適正化　１８７件

小栗栖排水機場周辺浸水被害に係る損害賠償 77,500 77,500 3,335 74,165

示談１件

都市河川整備 都市河川整備 719,355 1,211,542 758,015 37,722

西羽束師川，旧安祥寺川など７河川 (492,187) (415,805)

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

決算額(D)
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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) 2,789,561 4,014,661 3,187,539 325,522

(1,225,100) (501,600)

公園緑地維持管 公園維持管理 997,701 1,324,324 1,295,396 28,928

理 公園の維持管理９０１か所 (326,623)

　公園愛護協力会６７５団体との共汗による美化
　推進
　　など
梅小路公園，大宮交通公園等運営
円山公園適正化事業
　　　　　　　　など

街路樹等育成管理 506,344 817,151 803,340 13,811

紅葉街路樹二段階剪定 (310,807)

街路樹サポーター制度
　１４９団体（２，７５１名）
　　　　　　　　　など

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・ 12,000 12,000 11,306 694

充実
公園におけるトイレ清掃の充実 <政　策>

　稲荷公園など２４公園

公園緑地整備 緑の基本計画に基づく緑化推進 12,981 15,681 12,212 3,469

市民との共汗による緑化推進 (2,700)

　市民の記念植樹奨励事業
　　植樹本数１３本　植樹者２２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４５企業・団体から７９口
　　サポーター１７企業・団体１４個人
　民有地緑化支援事業
　　高木１４本，中木１５３本，生垣２１９本
　　　　　　　　　など

花と緑あふれるまちづくり～緑視環境向上プロジ 278,344 236,214 135,670 81,544

ェクト～ (△ 42,130) (19,000)

街路樹整備事業～道路の森づくり～
　下鴨本通，向島経８７号線，油小路通
街路樹整備事業～花の道づくり～
　向島経８７号線，外環状線など５路線
桜景観創造プロジェクト
　疏水第二分線，木屋町通など７路線
市民公募型緑化推進事業
　堀川四条交差点北西側（雨庭）

健康長寿のための公園づくり 9,700 9,700 8,916 784

船岡山公園など１０公園に健康遊具設置

ニュータウン活性化に係る取組の推進 57,200 57,200 56,154 1,046

向島中央公園のリフレッシュ事業
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 5,000 5,000 4,785 215

宝が池公園森林環境保全再生事業

名勝円山公園再整備 69,276 131,537 77,871 15,065

(62,261) (38,601)

東山自然緑地における花の名所づくり 139,450 178,512 101,699 5,603

(39,062) (71,210)

予算現額
(C=A+B)

決算額(D)主　　要　　施　　策　　の　　概　　要項　　　目

　　（建設局－4）
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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

ＪＲ嵯峨野線　京都・丹波口間新駅設置事業（新 240,784 331,609 208,152 9,070

駅設置に伴う梅小路公園再整備） (90,825) (114,387)

梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化 31,500 31,500 30,041 354

明治産業遺産としての梅小路チンチン電車再生事 (1,105)

業（明治１５０年関連事業） <政　策>

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・ 114,900 114,900 87,544 27,356

充実
公園におけるトイレのリニューアル <政　策>

（洋式化整備）内野公園，円山公園
（洋式化設計）生祥公園など５公園

その他公園整備 314,381 749,333 354,453 137,583

（新規整備）幡枝くるすの公園 (434,952) (257,297)

（再整備）内野公園など
公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置

<新　規>

(6 土地区画整理 1,321,566 1,905,766 1,210,886 88,280

　 事業) (584,200) (606,600)

公共団体区画整 公共団体区画整理補助事業 998,637 1,481,137 1,007,371 32,466

理補助事業 施行地区　伏見西部第三・第四・第五地区，上鳥 (482,500) (441,300)

　　　　　羽南部地区

そ の 他 公共施設ブロック塀の撤去・フェンス等の再設置 - 1,000 997 3

<新　規> (1,000)

(7 土地区画整理 342,000 396,400 181,865 163,435

　 事業特別会計) 事業費など (54,400) (51,100)

施行地区　伏見西部第三・第四・第五地区，上鳥
　　　　　羽南部地区

(8 市街地再開発 446,526 446,526 403,269 43,257

　 事業)
市街地再開発事 山科駅前地区公共施設維持管理 346,171 346,171 318,430 27,741

業 健康文化施設賃借料，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 43,020 43,020 29,572 13,448

山科駅自転車等駐車場維持管理 46,175 46,175 45,269 906

(9 駐車場事業) 368,450 372,055 352,501 19,554

(3,605)

駐車場運営管理 駐車場運営 165,850 165,850 162,842 3,008

路外駐車場１か所，観光駐車場４か所

公園や駐車場のトイレ洋式化等受入環境の整備・ 91,600 91,600 75,054 16,546

充実
トイレのリニューアル及び清掃の充実 <政　策>

（洋式化整備）御池駐車場など３か所
（清掃の充実）嵐山観光駐車場など７か所

駐車場事業特別会計繰出金 111,000 114,605 114,605 0

(3,605)

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

決算額(D)
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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

(10 駐車場事業特 677,000 677,000 656,384 20,616

　　別会計) 出町駐車場維持管理　　　　　　　　　54,427
御池駐車場維持管理　　　　　　　　 187,449
山科駅前駐車場維持管理　　　　　　　75,721
公債費　　　　　　　　　　　　　　 338,787

一般会計からの繰入金 111,000 114,605 114,605 0

(3,605)

(11 基金積立金) 122,457 122,457 73,574 48,883

基金積立金 基金積立金 122,457 122,457 73,574 48,883

公共施設等整備管理基金積立金
緑化・公園管理基金積立金
駐車場基金積立金

(12 災害対策事業) 400,000 2,392,500 1,021,481 365,219

(1,992,500) (1,005,800)

災害復旧 土木災害復旧 400,000 2,392,500 1,021,481 365,219

梅ヶ畑１１－１号線，京都京北線など３３３か所 (1,992,500) (1,005,800)

鴫谷川，鞍馬川など７９か所
桂川緑地など３か所

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

決算額(D)
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