
令和元年度予算に係る公共事業及び単独公共事業の実施について 
～新しい京都の未来へ向けた社会基盤の整備～ 

 

令和元年 5 月 31 日 
京都府建設交通部 
（監理課 075-414-5178） 

 

【今年度事業の特徴】 

・公共・単独公共事業費を１４ヶ月予算ベースで対前年度比１３６％確保し、基盤整備

に集中投資（H30は対前年度 105％） 

・特に、事業費総額２００億円規模の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対

策」を活用した安心・安全基盤整備を集中的に実施 

 

１ 防災・減災基盤整備の推進  

平成 30年７月豪雨をはじめとした自然災害からの復旧・再度災害防止対策に全力で取り組むと

ともに、今後も頻発・激甚化が想定されることから、総合的な治水対策・土砂災害防止対策等の

スピードアップを図る。 

また、危機管理型水位計の設置・簡易型監視カメラの設置等、ハード・ソフト両面から府民の

安心・安全確保の取組を強化する。 

 

（１）H30被災箇所等を中心とした災害防止緊急対策  

・平成 30年７月豪雨における土砂災害発生箇所の保全対策を推進 

・閉亀川（亀岡市）、瀬ヶ谷川支渓（舞鶴市）、矢ノ谷川（綾部市）＜完了＞ 

・谷河川（福知山） ほか 

・府内 91箇所で土砂災害の危険箇所の保全対策を推進 

  ・花尻川（京都市）、切山（笠置町）＜完了＞ ほか 

・道路冠水対策の推進 

・国道１６３号【有市】（笠置町） 

・国道１７５号【下天津】（福知山市）、【小津田】（舞鶴市） 

・危機管理型水位計・簡易型監視カメラの設置（管内一円） 

 

（２）自然災害が頻発する現状を踏まえた総合的な治水対策・防災基盤の強化  

・舞鶴市の下水道事業と連携した河川改修【高野川】（舞鶴市）＜新規着手＞ 

・由良川直轄事業と連携した浸水対策【弘法川・法川】（福知山市） 

・嵐山地区の桂川直轄事業と連携した浸水対策【桂川・亀岡工区】（亀岡市） 

・呑龍ポンプ場の整備による雨水排水機能の強化（京都市、向日市、長岡京市） 

・平成 24年府南部豪雨を受けた床上浸水対策特別緊急事業の推進【古川】（久御山町、宇

治市、城陽市）＜完了＞ 

・京都市域における浸水対策【鴨川、四宮川】（京都市） 

・原子力災害時等の避難活動円滑化に資する避難路整備の推進（舞鶴市、綾部市ほか） 

 

（３）公共施設の耐震化・老朽化対策の推進  

・国道３０７号【山城大橋】における耐震化対策の推進（京田辺市）＜新規着手＞ 

・和束井手線【株山橋】における老朽化対策の推進（井手町）＜完了＞ 

・綾部宮島線【肱谷バイパス】における老朽化対策の推進（南丹市） 



 

２ 物流・人流基盤整備の推進  

令和５年度に全線開通を予定している新名神高速道路や山陰近畿自動車道等の整備効果を府域

に波及させるため、幹線・生活道路網の整備に集中的に取り組むとともに、日本海側の物流・人

流の基盤となる京都舞鶴港の機能強化を図る。 

 

（１）新名神高速道路・山陰近畿自動車道等と連携した幹線道路整備  

・山城総合運動公園城陽線【城陽橋】の４車線化（城陽市）＜新規着手＞ 

・宇治木屋線【犬打峠】の整備推進（宇治田原町、和束町） 

・国道３０７号【市辺～奈島】の整備推進（城陽市） 

・国道３０７号【宇治田原山手線】の整備推進（宇治田原町） 

・国道３１２号【大宮峰山インター線】の整備推進（京丹後市） 

 

（２）地域間交流の促進を図る基幹道路の整備  

・学研都市の発展を支える都市計画道路 東中央線（木津川市）＜今年度供用予定＞ 

・国道４２３号【法貴バイパス】の整備推進（亀岡市） 

・小倉西舞鶴線【白鳥工区】の整備推進（舞鶴市） 

・網野岩滝線【外村バイパス】の整備推進（京丹後市）＜新規着手＞  

 

（３）関西唯一の日本海側ゲートウェイとして京都舞鶴港整備を推進  

・取扱貨物量増加に対応するための舞鶴国際ふ頭におけるⅡ期整備に向けた準備及びコン

テナヤードの整備等 

 

【概要】 

 

（単位：箇所、百万円、％）

公共 単独 合計 公共 単独 合計
道路 96 141 237 10,712 5,905 16,617
街路 8 9 17 2,851 80 2,931
河川 33 114 147 4,541 2,911 7,452
海岸 1 9 10 70 85 155
砂防 53 111 164 1,756 1,268 3,024
公園 7 8 15 511 494 1,005
港湾 12 6 18 808 257 1,065
下水 7 5 12 8,063 200 8,263
その他 2 138 140 1,094 5,067 6,161

通常事業　計（①） 219 541 760 30,406 16,267 46,673

防災・減災、国土強靱化の
ための３か年緊急対策（②）

98 0 98 19,922 0 19,922

総合計③（①＋②） 317 541 858 50,328 16,267 66,595

33,528 15,609 49,137

150% 104% 136%

事業費

平成３０年度（④）

前年度比（③／④）

区　分
箇　所　数



 

 

 

 

 

令和元年度予算に係る 

公共事業及び単独公共事業 

 

 

主要箇所の概要 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 -

【主要な事業箇所の概要】 ・・・本年度完了(供用)予定

・・・本年度新規着工

▲

道路・街路事業

地域経済の活性化や生活環境の改善を図るため、京都縦貫自動車道等、高速道路を

核とした広域道路網の整備、地域基幹道路の整備を進めるとともに、交通安全対策や

原子力防災対策等、府民の安全と暮らしを守る道路整備に積極的に取り組む。

２５４箇所 １９５億４８百万円

○広域道路網へのアクセス道路整備

・国道307号【市辺～奈島】（城陽市）

・国道307号【宇治田原山手線】（宇治田原町）

・国道312号【大宮峰山インター線】（京丹後市）

・宇治木屋線【犬打峠】（宇治田原町、和束町）

・山城総合運動公園城陽線【城陽橋】（城陽市）

○地域交流・活性化を促す基幹道路の整備

・国道423号【法貴バイパス】（亀岡市）

・国道372号【南八田道路】（南丹市）

・国道178号【大原～朝妻】（伊根町）

・木津信楽線【瓶原橋】（木津川市）

・綾部宮島線【肱谷バイパス】（南丹市）

・小倉西舞鶴線【白鳥工区】（舞鶴市）

・網野岩滝線【外村バイパス】（京丹後市）

・向島宇治線 【里尻】（宇治市）

・（都）御陵山崎線（向日市、長岡京市）

・（都）東中央線（木津川市）

・（都）並河亀岡停車場線（亀岡市）

○河川事業等と連携した冠水対策

・国道163号【有市】（笠置町）

・国道175号【下天津】（福知山市）

・国道175号【小津田】（舞鶴市）

○橋梁耐震補強・老朽化対策

・国道307号【山城大橋】（京田辺市）

・奈良笠置線【笠置橋】（笠置町）

・和束井手線【株山橋】（井手町）

・郷ノ口余部線【宇津根橋】（亀岡市）

○歩行者交通安全対策

・国道163号【今山】（南山城村）

・国道178号【里波見】（宮津市）

・国道312号【栃谷】（京丹後市）

・西京高槻線【物集女町】（向日市）
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・伏見柳谷高槻線【奥海印寺】（長岡京市）

・綾部大江宮津線【豊里】（綾部市）

○原子力防災対策

・京丹波三和線【下山】（京丹波町）

・舞鶴野原港高浜線 他【大浦半島】（舞鶴市）

・上杉和知線 他【上林】（綾部市） 他

▲

河川・砂防・海岸事業

頻発する豪雨災害を踏まえ、災害からの安全な京都づくりを推進するため、総合

治水対策、土砂災害防止対策、ダム機能回復・向上対策等の防災基盤強化を推

進する。

３２１箇所 １０６億３１百万円

○河川流域全体を捉まえた総合治水対策の推進

・鴨川（京都市）

・四宮川（京都市）

・古川（宇治市、城陽市、久御山町）

・弥陀次郎川（宇治市）

・戦川（新田川）（宇治市）

・防賀川（京田辺市、八幡市）

・大井手川（木津川市）

・煤谷川（精華町）

・桂川（亀岡市）

・園部川（南丹市）

・弘法川・法川（福知山市）

・高野川（舞鶴市）

・伊佐津川（舞鶴市）

・野田川（加悦奥川）（与謝野町）

・福田川（京丹後市）

・浸水想定区域図作成

・危機管理型水位計・簡易型監視カメラ設置

○平成30年7月豪雨被災箇所の緊急対策

・閉亀川（亀岡市）

・谷河川（福知山市）

・瀬ヶ谷川支渓（舞鶴市）

・矢ノ谷川（綾部市）

○土砂災害防止対策等の推進

・花尻川（京都市）

・岩倉上蔵町（京都市）
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・切山（笠置町）

・篠原西一谷川（京丹波町）

・小西（綾部市）

・大波下（舞鶴市）

・小田宿野（宮津市）

○ダム機能回復・向上対策

・大野ダム（南丹市）

▲

公園事業

千年の都・鴨川清流事業により鴨川の整備を推進するとともに、府立公園におい

て、利用者の安心・安全を確保するための改修や更新、新たな公園施設の整備を推

進し、施設の長寿命化や機能向上を図る。

１５箇所 １０億５百万円

○千年の都・鴨川清流整備

・鴨川公園【葵地区】（京都市）

○府立公園におけるスポーツ施設等の改修及び更新

・山城総合運動公園（宇治市）

▲

港湾事業

京都舞鶴港における国際海上コンテナ機能、国際フェリー機能、外航クルーズ機

能の強化等を推進するとともに、地方港湾においても港湾施設等の整備を図り、海

の京都観光圏の基盤整備を着実に推進する。

１８箇所 １０億６５百万円

○日本海側拠点機能を強化する港湾施設の整備

・京都舞鶴港（舞鶴市）

○臨港道路の整備

・和田下福井線（舞鶴市）
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▲

流域下水道事業

集中豪雨による都市浸水の軽減を図る「いろは呑龍トンネル」の整備を推進する

とともに、流入汚水量が増加する洛南浄化センターにおいて新たな水処理施設の増

設を進め、府民の安全・快適な暮らしを守る下水道整備を着実に推進する。

１２箇所 ８２億６３百万円

○雨水対策事業の推進

・いろは呑龍トンネル（京都市、向日市、長岡京市）

○汚水処理施設の増強

・洛南浄化センター水処理施設（八幡市）

▲

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策

平成30年７月豪雨等を契機に国が実施した重要インフラ緊急点検の結果等を踏ま

え、防災や国民経済・生活を支えるための重要インフラ等の機能維持の観点から、

河道掘削・樹木伐採や、法面・盛土対策、道路情報施設の停電対策等、特に緊急に

実施すべきハード・ソフト対策を３か年で集中的に実施する。

９８箇所 １９９億２２百万円



■主要公共事業実施予定一覧表
○事業区分名【実施箇所数】（金額）

●総計【315箇所】（492億34百万円）

箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト

●道路事業【155箇所】（209億8百万円）

○道路新設改良事業【6箇所】（20億80百万円）
国道 ３０７号 城陽市市辺～奈島 城陽市 P1
国道 ３０７号 宇治田原町郷之口 宇治田原町
国道 ３０７号 宇治田原町贄田～南（宇治田原山手線） 宇治田原町 P2
国道 ３１２号 京丹後市峰山町新町（大宮峰山インター線） 京丹後市 P3

主要地方道 宇治木屋線 宇治田原町南～和束町別所（犬打峠）
宇治田原町、
和束町

P4

一般府道 山城総合運動公園城陽線 城陽市富野（城陽橋） 城陽市 ○ P5

○大規模修繕・更新事業【5箇所】（12億63百万円）
主要地方道 枚方山城線 木津川市～精華町（開橋） 木津川市
主要地方道 奈良笠置線 笠置町笠置浜～笠置西通（笠置橋） 笠置町
主要地方道 綾部大江宮津線 福知山市大江町（大雲橋） 福知山市
主要地方道 綾部インター線 綾部市里町～青野町（白瀬橋） 綾部市
一般府道 郷ノ口余部線 亀岡市河原林町～宇津根町（宇津根橋） 亀岡市 P15

○改築事業【40箇所】（76億64百万円）
国道 ３０７号 京田辺市（山城大橋） 京田辺市 ○
国道 ３０７号 京田辺市甘南備台 京田辺市
国道 ３０７号 宇治田原町奥山田（奥山田バイパス） 宇治田原町
国道 １６３号 笠置町有市 笠置町 P13
国道 ４２３号 亀岡市西別院町～曽我部町（法貴バイパス） 亀岡市 P6
国道 ４７７号 南丹市八木町西田～大藪（西田大藪道路） 南丹市
国道 ４２９号 福知山市新庄 福知山市
国道 １７５号 福知山市下天津 福知山市 P14
国道 １７５号 舞鶴市小津田 舞鶴市 P14
国道 １７５号 舞鶴市地頭 舞鶴市 ○
国道 １７８号 伊根町井室（朝妻） 伊根町 ○
国道 １７８号 京丹後市丹後町袖志 京丹後市
国道 ３１２号 京丹後市久美浜町野中（野中バイパス） 京丹後市
主要地方道 京都守口線 八幡市八幡（木津川御幸橋） 八幡市
主要地方道 木津信楽線 木津川市加茂町井平尾～和束町下島（瓶原） 木津川市
主要地方道 天理加茂木津線 木津川市加茂町大野（赤田川） 木津川市
主要地方道 宮前千歳線 亀岡市千代川町北ノ庄 亀岡市
主要地方道 亀岡園部線 亀岡市保津町～千歳町（北北伸工区） 亀岡市 ○
主要地方道 綾部宮島線 南丹市美山町小渕～三埜（肱谷バイパス） 南丹市 P8
主要地方道 園部平屋線 南丹市日吉町殿田 南丹市
主要地方道 日吉京丹波線 京丹波町実勢 京丹波町
主要地方道 市島和知線 福知山市三和町上川合～台頭 福知山市
主要地方道 舞鶴綾部福知山線 福知山市川北～猪崎 福知山市 P14
主要地方道 舞鶴綾部福知山線 福知山市私市（私市橋） 福知山市
主要地方道 小浜綾部線 綾部市五津合 綾部市
主要地方道 小倉西舞鶴線 舞鶴市森～上安（白鳥工区） 舞鶴市 P9
主要地方道 志高西舞鶴線 舞鶴市城屋～野村寺 舞鶴市
主要地方道 舞鶴福知山線 舞鶴市三日市 舞鶴市 P14
主要地方道 宮津養父線 与謝野町岩屋 与謝野町
一般府道 伏見向日線 向日市森本町 向日市
一般府道 長法寺向日線 長岡京市今里Ⅱ 長岡京市
一般府道 向島宇治線 宇治市里尻 宇治市
一般府道 山城総合運動公園城陽線 城陽市富野（新名神BOX） 城陽市
一般府道 和束井手線 井手町多賀～井手（株山橋） 井手町 ○
一般府道 東掛小林線 亀岡市東別院町 亀岡市
一般府道 小坂青垣線 福知山市夜久野町井田 福知山市
一般府道 福知山山南線 福知山市山崎 福知山市
一般府道 私市大江線 福知山市私市（相長橋） 福知山市 〇
一般府道 上夜久野停車場線 福知山市小倉 福知山市
一般府道 地頭四所停車場線 舞鶴市西方寺 舞鶴市

○民生安定事業【6箇所】（8億31百万円）
国道 １７８号 伊根町蒲入（カマヤ工区） 伊根町
国道 １７８号 京丹後市丹後町袖志 京丹後市
主要地方道 浜丹後線 京丹後市丹後町久僧～平（上野平バイパス） 京丹後市 P10
主要地方道 浜丹後線 京丹後市丹後町宮（宮バイパス） 京丹後市 P10
主要地方道 網野岩滝線 京丹後市丹後町弥栄町（外村バイパス） 京丹後市 ○ P10
一般府道 間人大宮線 京丹後市丹後町三宅～弥栄町国久（丹後工区） 京丹後市 P10

路線、施設名等
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○原子力災害時避難路整備事業【6箇所】（4億13百万円】
主要地方道 京丹波三和線 京丹波町下山 京丹波町
主要地方道 舞鶴和知線 京丹波町仏主～細谷 京丹波町
主要地方道 舞鶴野原港高浜線 他 舞鶴市大浦半島 舞鶴市 P16
主要地方道 舞鶴宮津線 宮津市皆原～惣 宮津市
一般府道 和泉宮脇線周辺 南丹市美山町 南丹市
一般府道 上杉和知線 他 綾部市上林 綾部市 P16

○防災補修事業【49箇所】（55億11百万円）
国道 １６３号 木津川市上狛～笠置町有市 木津川市
国道 １６３号 南山城村北大河原 南山城村
国道 １６２号 南丹市美山町盛郷 南丹市
国道 １６２号 南丹市美山町盛郷(堀越トンネル) 南丹市
国道 １７３号 京丹波町八田 京丹波町
国道 ４２６号 福知山市日尾(夷～上佐々木) 福知山市
国道 ４２９号 福知山市談～法用 福知山市
国道 １７６号 福知山市長尾 福知山市
国道 １７８号 宮津市由良～脇 宮津市
国道 １７８号 宮津市日置～長江 宮津市
国道 １７８号 伊根町本庄上 伊根町
国道 １７８号 伊根町蒲入～京丹後市丹後町袖志 京丹後市
国道 １７８号 京丹後市網野町三津～掛津 京丹後市
国道 ３１２号 京丹後市久美浜町坂井～栃谷 京丹後市
国道 １７８号 京丹後市網野町木津 京丹後市
主要地方道 伏見柳谷高槻線 長岡京市浄土谷 長岡京市
主要地方道 大津南郷宇治線 宇治市槇島町六石山～宇治山王 宇治市
主要地方道 宇治木屋線 宇治田原町郷ノ口 宇治田原町
主要地方道 天理加茂木津線 木津川市鹿背山 木津川市
主要地方道 木津信楽線 和束町原山～湯船 和束町
主要地方道 生駒精華線 精華町光台～植田 精華町
主要地方道 上野南山城線 南山城村南大河原～高尾 南山城村
主要地方道 枚方亀岡線 亀岡市古世町～上矢田町 亀岡市
主要地方道 茨木亀岡線 亀岡市東別院東掛～栢原 亀岡市
主要地方道 京都広河原美山線 南丹市美山町佐々里～田歌 南丹市
主要地方道 綾部宮島線 南丹市美山町上司 南丹市
主要地方道 園部平屋線 南丹市美山町板橋～宮脇 南丹市
主要地方道 園部能勢線 南丹市園部町竹井～天引 南丹市
主要地方道 綾部宮島線 京丹波町長瀬 京丹波町
主要地方道 山東大江線 福知山市大江町天座～橋谷 福知山市
主要地方道 綾部大江宮津線 福知山市大江町佛生寺 福知山市
主要地方道 福知山停車場線 福知山市内記 福知山市
主要地方道 舞鶴福知山線 福知山市内記 福知山市
主要地方道 綾部美山線 綾部市睦寄町 綾部市
主要地方道 小浜綾部線 綾部市老富町～旭町 綾部市
主要地方道 舞鶴和知線 綾部市睦寄町 綾部市
主要地方道 小浜綾部線 綾部市老富町 綾部市
主要地方道 舞鶴和知線 舞鶴市管坂 舞鶴市
主要地方道 舞鶴綾部福知山線 舞鶴市池ノ内下 舞鶴市
主要地方道 綾部大江宮津線 宮津市小田 宮津市
主要地方道 網野岩滝線 京丹後市弥栄町等楽寺 京丹後市
一般府道 二尾木幡線 宇治市二尾 宇治市
一般府道 和束井手線 井手町多賀～井手 井手町
一般府道 八原田上弓削線 南丹市美山町下 南丹市
一般府道 田井中田線 舞鶴市栃尾～田井 舞鶴市
一般府道 上延利線 宮津市畑 宮津市
一般府道 天の橋立線 宮津市文珠 宮津市
一般府道 浜詰網野線 京丹後市網野町磯 京丹後市
一般府道 鱒留但東線 京丹後市峰山町鱒留 京丹後市

○交通安全事業【31箇所】（21億59百万円）
国道 １６３号 南山城村今山 南山城村
国道 ４７７号 亀岡市本梅町東加舎 亀岡市
国道 ４２９号 福知山市額塚 福知山市
国道 １７５号 舞鶴市上福井 舞鶴市
国道 １７８号 宮津市里波見 宮津市
国道 ３１２号 京丹後市久美浜町栃谷 京丹後市 ○
主要地方道 宇治淀線 京都市伏見区淀 京都市
主要地方道 西京高槻線 向日市物集女町 向日市 ○
主要地方道 伏見柳谷高槻線 長岡京市奥海印寺 長岡京市
主要地方道 城陽宇治線 城陽市～宇治市 宇治市
主要地方道 大津宇治線 宇治市六地蔵 宇治市
主要地方道 宇治淀線 宇治市神明 宇治市
主要地方道 八幡木津線 京田辺市薪 京田辺市
主要地方道 上狛城陽線 井手町井手 井手町
主要地方道 枚方亀岡線 亀岡市下矢田町 亀岡市
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主要地方道 綾部宮島線 南丹市美山町和泉 南丹市
主要地方道 亀岡園部線 南丹市八木町西田 南丹市
主要地方道 園部能勢線 南丹市園部町竹井 南丹市
主要地方道 舞鶴福知山線 福知山市二箇 福知山市
主要地方道 舞鶴福知山線 福知山市夏間 福知山市
主要地方道 綾部大江宮津線 綾部市豊里町 綾部市 ○
主要地方道 小浜綾部線 綾部市東山町～旭町 綾部市
主要地方道 舞鶴綾部福知山線 綾部市私市 綾部市
主要地方道 網野峰山線 京丹後市網野町郷 京丹後市
一般府道 奥海印寺納所線 大山崎町円明寺 大山崎町
一般府道 内里城陽線 城陽市寺田 城陽市
一般府道 和束井手線 井手町井手 井手町
一般府道 園部停車場線 南丹市園部町 南丹市
一般府道 桧山須知線 京丹波町須知 京丹波町
一般府道 私市大江線 福知山市報恩寺～山野口 福知山市
一般府道 余部下舞鶴港線 舞鶴市余部下～長浜 舞鶴市

○広域連携事業【12箇所】（9億87百万円）
国道 ３７２号 南丹市園部町南八田～天引（南八田道路） 南丹市 ○ P7
国道 １７８号 十楽工区 京丹後市 ○
国道 １７８号 京丹後市網野町木津～久美浜町箱石（木津道路） 京丹後市
国道 １７８号 京丹後市網野町小浜 京丹後市
国道 １７８号 京丹後市丹後町竹野～間人 京丹後市
一般府道 京都八幡木津自転車道線 八幡市（八幡工区） 八幡市
一般府道 京都八幡木津自転車道線 八幡市（上津屋工区） 八幡市
一般府道 京都八幡木津自転車道線 京田辺市（田辺工区） 京田辺市
一般府道 京都八幡木津自転車道線 京田辺市（三山木工区） 京田辺市
一般府道 宇治田原大石東線 宇治田原町禅定寺 宇治田原町
一般府道 京都八幡木津自転車道線 木津川市（木津工区） 木津川市
一般府道 掛津峰山線 京丹後市峰山町丹波（丹波バイパス） 京丹後市

●街路事業【9箇所】（31億75百万円）

○街路事業【9箇所】（31億75百万円）
都市計画道路 御陵山崎線（寺戸工区） 向日市寺戸町 向日市 ○ P11
都市計画道路 御陵山崎線（第3工区） 長岡京市神足 長岡京市 P11
都市計画道路 宇治淀線（弐番交差） 宇治市宇治弐番 宇治市
都市計画道路 八幡田辺線（下奈良） 八幡市戸津～下奈良 八幡市
都市計画道路 内里高野道線(第2工区) 八幡市美濃山 八幡市
都市計画交通広場 玉水駅西交通広場 井手町大字井手 井手町
都市計画道路 東中央線 木津川市木津～山城町上狛 木津川市 ○ P12
都市計画道路 並河亀岡停車場線 亀岡市大井町 亀岡市 ○
都市計画道路 小倉西舞鶴線（倉谷） 舞鶴市字倉谷 舞鶴市

●河川事業【39箇所】（86億04百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【1箇所】（7億82百万円）
鴨川 京都市南区、伏見区 京都市 P17

○床上浸水対策特別緊急事業【2箇所】（11億86万円）
古川 城陽市寺田 城陽市 ○ P19
弘法川・法川 福知山市荒河～篠尾新町、堀 福知山市 P21

○特定洪水対策等推進事業【3箇所】（9億64万円）
戦川 宇治市菟道 宇治市
大井手川 木津川市鹿背山 木津川市
高野川 舞鶴市松陰～引土 舞鶴市 ○ P22

○広域河川改修事業【19箇所】（35億76百万円）
桂川（上） 京都市右京区 京都市

古川 宇治市、城陽市、久御山町
宇治市、城陽
市、久御山町

P19

大谷川(防賀川) 八幡市内里、京田辺市内里
八幡市、京田
辺市

大谷川(防賀川京田辺工区) 京田辺市興戸 京田辺市
大谷川(馬坂川) 京田辺市興戸 京田辺市
桂川（雑水川） 亀岡市下矢田町～古世町 亀岡市
桂川（亀岡） 亀岡市千代川町～篠町 亀岡市 P20
桂川（千々川） 亀岡市千代川町 亀岡市
桂川（犬飼川） 亀岡市大井町 亀岡市
桂川（七谷川） 亀岡市保津町～河原林町 亀岡市
桂川（法貴谷川） 亀岡市曽我部町 亀岡市
桂川（東所川） 南丹市八木町 南丹市
桂川（園部） 南丹市園部町～八木町 南丹市
宮川 福知山市大江町関 福知山市
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牧川 福知山市下小田 福知山市
高野川 舞鶴市松陰～引土 舞鶴市
野田川(加悦奥川) 与謝野町加悦 与謝野町
福田川 京丹後市網野町 京丹後市
竹野川 京丹後市弥栄町～峰山町 京丹後市

○総合流域防災事業（統合河川整備事業）【10箇所】（15億68百万円）
四宮川 京都市山科区 京都市 P18
弥陀次郎川 宇治市五ヶ庄 宇治市
戦川 宇治市菟道 宇治市
赤田川 木津川市加茂町 木津川市
高屋川 京丹波町下山 京丹波町
相長川 福知山市私市 福知山市
大谷川 福知山市前田～石原 福知山市
伊佐津川 舞鶴市下安久～七日市 舞鶴市 P23
川上谷川 京丹後市久美浜町 京丹後市
佐濃谷川 京丹後市久美浜町 京丹後市

○流域治水対策河川事業【1箇所】（1億円）
煤谷川 精華町菱田 精華町

○統合河川環境整備事業【1箇所】（12百万円）
野田川 与謝野町加悦 与謝野町

○特定構造物改築事業【1箇所】（1億32百万円）
西羽束師川 京都市伏見区 京都市 ○

○堰堤改良事業【1箇所】（2億84百万円）
大野ダム 南丹市美山町 南丹市

●海岸事業【1箇所】（1億24百万円）

○海岸浸食対策事業【1箇所】（1億24百万円）
久僧海岸 京丹後市丹後町 京丹後市 ○

●砂防事業【83箇所】（43億48百万円）

○特定緊急砂防事業【3箇所】（2億68百万円）
閉亀川 亀岡市畑野町広野閉亀 亀岡市 ○
谷河川 福知山市大江町公庄 福知山市 P24
瀬ヶ谷川支渓 舞鶴市城屋 舞鶴市 ○

○通常砂防事業【37箇所】（21億57百万円）
花尻川 京都市左京区大原 京都市 ○ P26
蛙ヶ谷川 京都市北区西賀茂 京都市
猪ノ谷川 京都市左京区八瀬 京都市
桂川圏域 管内一円 京都市
草生川 京都市左京区大原 京都市
北川 京都市西京区大原野 京都市
坂川 長岡京市粟生 長岡京市
弥陀次郎川 宇治市木幡 宇治市
炭山谷川 宇治市炭山 宇治市
中ノ谷川 宇治田原町湯屋谷 宇治田原町
門前川 和束町門前 和束町
桜峠谷川 木津川市山城町神童子 木津川市
桂川圏域 管内一円 亀岡市
菖蒲谷川 南丹市園部町殿谷 南丹市
大町谷川 南丹市日吉町田原 南丹市
谷山川 南丹市日吉町中世木 南丹市
篠原西一谷川 京丹波町篠原 京丹波町
上乙見川 京丹波町上乙見 京丹波町
上北谷川 福知山市一ノ宮 福知山市
大谷川支川 福知山市石原 福知山市
大呂川支渓流 福知山市喜多 福知山市
樋ノ口川 福知山市牧 福知山市
水坂川 福知山市夜久野町水坂 福知山市 ○
天台川 舞鶴市天台 舞鶴市
白滝川 舞鶴市白滝 舞鶴市
忠川 綾部市忠町 綾部市
旭ヶ丘川 綾部市位田町 綾部市
大島川 綾部市大島町 綾部市 ○
万願寺川支渓 舞鶴市万願寺 舞鶴市
矢ノ谷川 綾部市上杉町 綾部市 ○ P25
由良川圏域 管内一円 舞鶴市
由良川圏域 管内一円 福知山市
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シシ伏川 京丹後市丹後町間人 京丹後市
イガロ川 伊根町平田 伊根町
目黒谷川 京丹後市丹後町間人 京丹後市
桃ヶ谷川 宮津市宮村 宮津市
平地川 与謝野町幾地 与謝野町

○地すべり対策事業【3箇所】（3億60百万円）
切山 笠置町切山 笠置町 ○ P27
東畑 精華町東畑 精華町
長江 宮津市長江 宮津市

○急傾斜地崩壊対策事業【16箇所】（9億27百万円）
松室 京都市西京区松室 京都市
仕伏町 京都市左京区北白川仕伏町 京都市
岩倉上蔵町 京都市左京区岩倉上蔵町 京都市 ○
早稲田 大山崎町早稲田 大山崎町
三河Ⅱ 福知山市大江町三河 福知山市
小西 綾部市小西町 綾部市 ○
志高 舞鶴市志高 舞鶴市
大丹生 舞鶴市大丹生 舞鶴市
大波下 舞鶴市大波下 舞鶴市 ○
上安久 舞鶴市上安久 舞鶴市 ○
行永 舞鶴市行永 舞鶴市 ○
小田宿野 宮津市小田宿野 宮津市 ○
本庄上 伊根町本庄上 伊根町
平 京丹後市丹後町平 京丹後市
谷内 京丹後市大宮町谷内 京丹後市 ○
小浜 京丹後市網野町小浜 京丹後市

○総合流域防災事業（砂防対策事業）【7箇所】（2億21百万円）
音羽川 京都市左京区修学院 京都市
灰屋川 京都市 京都市 ○
奥山田川 宇治田原町奥山田 宇治田原町
津の本川 南丹市美山町北 南丹市
琉璃渓 南丹市園部町大河内 南丹市
深山川 福知山市雲原深山 福知山市
西ノ谷川 福知山市夜久野町畑 福知山市

○総合流域防災事業等【16箇所】（4億0百万円）

○河川等災害関連事業【1箇所】（15百万円）
吉野川 京丹後市丹後町谷内 京丹後市

●公園事業【8箇所】（5億61百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【1箇所】（42百万円）
鴨川公園 葵地区 京都市 P28

○公共都市公園施設整備事業【6箇所】（4億60百万円）
伏見港公園 京都市伏見区葭島 京都市
山城総合運動公園 宇治市広野町 宇治市
木津川運動公園 城陽市富野北角 城陽市
関西文化学術研究都市記念公園 相楽郡精華町精華台 精華町
丹波自然運動公園 京丹波町曽根崩下代 京丹波町
洛西浄化センター公園 長岡京市勝竜寺山崎作り 長岡京市 ○ ○

○広域連携事業【1箇所】（59百万円）
丹波自然運動公園 京丹波町曽根崩下代 京丹波町

●港湾事業【12箇所】（8億8百万円）

○港湾改修事業【1箇所】（4億50百万円）
京都舞鶴港 舞鶴港臨港道路和田下福井線 舞鶴市 P29

○社会資本整備総合交付金事業【11箇所】（3億58百万円）
京都舞鶴港 舞鶴港和田地区船だまり　物揚場 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港和田地区船だまり　防波堤 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港大野辺桟橋 舞鶴市 ○
京都舞鶴港 大野辺、下福井地区臨港道路改修 舞鶴市 ○
京都舞鶴港 大波下導流堤整備 舞鶴市 ○
京都舞鶴港 舞鶴港第４ふ頭 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港第４ふ頭 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港臨港道路下福井喜多線 舞鶴市 ○
宮津港 宮津港日置地区 宮津市
久美浜港 久美浜港久美浜地区 京丹後市
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久美浜港 久美浜港須地ＰＢＳ施設 京丹後市 ○

●流域下水道事業【8箇所】（107億6百万円）

○流域下水道事業【8箇所】（107億6百万円）

桂川右岸流域（雨水） 洛西浄化センター いろは呑龍トンネル
京都市、向日
市、長岡京市

P30

桂川右岸流域 洛西浄化センター 水処理施設電気設備更新
京都市、向日
市、長岡京市

桂川右岸流域 洛西浄化センター 焼却炉更新
京都市、向日
市、長岡京市

○

木津川流域 洛南浄化センター 管理棟電気設備更新 八幡市
木津川流域 洛南浄化センター 水処理施設 八幡市 P31
木津川上流流域 木津川上流浄化センター 沈砂池除塵機 精華町
宮津湾流域 宮津湾浄化センター 幹線管渠管更生 宮津市
宮津湾流域 宮津湾浄化センター 汚泥処理施設 宮津市 ○
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