
番号 分類 行政区 道路種別 路線名 起　点 終　点
道路延長
（ｍ）

整備延長
（ｍ）

第６期計画 早期着手道路

1 北区 主要市道 衣笠宇多野線 西大路通 金閣寺 110 110 ○

2 左京区 一般府道 銀閣寺宇多野線（銀閣寺道） 銀閣寺橋 銀閣寺 200 200 ○ ○

3 左京区 一般市道 東一条通 東大路通 吉田神社 300 300 ○

4 中京区 主要府道 二条停車場東山三条線（押小路通） 神泉苑通 千本通 430 430 ○

5
中京区
下京区

一般市道 新町通 御池通 松原通 1,300 1,300 ○

6 東山区 一般市道 清水通（茶わん坂） 清水寺 五条坂 400 400 ○ ○

7 東山区 一般市道 五条通（五条坂） 松原通 東大路通 420 420 ○

8 東山区 一般市道 神宮道 粟田緯１０号線 華頂道 260 260 ○

9 右京区 一般府道 二条停車場嵐山線（罧原堤） 罧原堤三条 嵐山高架道路 230 230 ○

10 右京区 一般市道 嵯峨経37号線 広沢池西側 460 460 ○

11 上京区 一般市道 室町十経6号線 相国寺 今出川通 160 160

12 左京区 主要府道 下鴨大津線（御蔭通） 下鴨神社南側 190 190

13 中京区 一般市道 竹屋町通 美福通 堀川通 560 560

14 中京区 一般市道 美福通 竹屋町通 押小路通 420 420

15 東山区 一般市道 八坂通 東大路通 大和大路通 460 460 ○

16 東山区 一般市道 一橋緯22号線 東福寺南側 230 230

17 南区 一般府道 七条大宮四ツ塚線（大宮通） 東寺東側(東側歩道) 270 270

18 右京区 一般府道 花園停車場大将軍線 妙心寺道 丸太町通 130 260

19 伏見区 一般市道 醍醐経134号線（旧奈良街道） 主要府道大津宇治線 醍醐大津線 540 540

20 東山区 一般市道 新橋通 花見小路 大和大路通 200 200 ○

21 中京区 一般市道 三条通 寺町通 新町通 960 960 ○

22 中京区 一般市道 姉小路通 寺町通 烏丸通 640 640

23 中京区 一般市道 三条通 新町通 堀川通 410 410

24 中京区 一般市道 室町通 御池通 四条通 690 690

9,970 10,100

25 上京区 主要府道 下鴨京都停車場線（河原町通） 今出川通 丸太町通 1,180 2,230 ○ ○

26 中京区 一般市道 後院通 千本三条 四条大宮 770 1,540 ○ ○

27 中京区 一般市道 三条通（三条小橋） 三条大橋 河原町通 200 400 ○ ○

再掲 中京区 主要府道 二条停車場東山三条線（押小路通） 神泉苑通 千本通 430 430 ○

28 北区 主要市道 京都環状線（北大路通） 烏丸通 堀川通 800 1,600

29 上京区 主要市道 鹿ケ谷嵐山線（丸太町通） 烏丸通 堀川通 650 1,300

30 上京区 一般市道 釜座通 京都府庁（下立売通） 丸太町通 260 260

31 左京区 一般市道 川端通 丸太町通 三条通 910 910

32 中京区 一般市道 押小路通 河原町通 寺町通 140 140 ○

33 中京区 一般市道 寺町通 二条通 御池通 200 200

再掲 中京区 一般市道 竹屋町通 美福通 京都広河原美山線 560 560

再掲 中京区 一般市道 美福通 竹屋町通 押小路通 420 420

6,520 9,990

5,110 8,580

再掲 中京区 一般市道 後院通 千本三条 四条大宮 770 1,540 ○ ○

34 伏見区 主要府道 伏見柳谷高槻線（大手筋） 京阪伏見桃山駅 国道２４号 300 600 ○

1,070 2,140

300 600

15,380 19,280

安全・円滑な交通
確保

安全・円滑な交通確保（２路線）　　合計

【再掲除く】　１路線　　合計

　全３４路線　　合計

今後概ね１０年間で整備を目指す道路【一覧表】

景観の保全・再生

景観の保全・再生（２４路線）　　合計

防　災

防災（１２路線）　　合計

【再掲除く】　９路線　　合計


