
令和２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 
～令和新時代・京都府夢実現チャレンジ～ 

令和２年５月１４日 
京都府建設交通部 

（監理課 075-414-5178） 
 

【今年度事業の特徴】 

「京都府総合計画～京都夢実現プラン～」の実現に向け、防災・減災、国土強靭化及

び地域における生活・交通基盤の整備等を着実に推進 

◇公共・単独公共事業費を当初予算ベースで対前年度比 99.2％確保。 

（令和２年度地方財政計画の投資的経費 98.0％、対 H30年度比 128％） 

◇事業最終年となる「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を最大限確保

するとともに、令和元年度国補正予算として計上された「安心と成長の未来を拓く総

合経済対策」も活用し、新総合計画の実現に向けた社会基盤の整備を推進。 

⇒今後とも府民の安心・安全、成長と交流の基盤づくりに向けた予算確保を国に要望。 

 

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災害に対し総合的な治水対策・土砂災害防止対策・

原子力防災対策等のスピードアップを図る。 

また、浸水想定区域図の作成・公表、避難の目安となる水位設定等、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）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  

○京都市域における浸水対策【鴨川、四宮川】（京都市） 

○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） 

○流域内の開発が進む床上浸水対策の推進【古川】（久御山町、宇治市、城陽市） 

○学研都市開発に伴う流出増対策【大井手川】(木津川市)、【煤谷川】（精華町） 

○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） 

○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） 

○舞鶴市の下水道事業と連携した河川改修【高野川】（舞鶴市） 

○流域の治水安全度の向上を図る浸水対策【野田川・加悦奥川】(与謝野町) 

○度重なる台風等による浸水被害の解消【竹野川】(京丹後市) 

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

○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) 
 

（２）H30被災箇所等を中心とした土砂災害防止対策  

○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【谷河川】(福知山市) 

○府内 99箇所で砂防・急傾斜地の土砂災害対策を推進 

・鞍馬川(京都市)、瀬崎川(舞鶴市)＜新規着手＞ 

・北川(京都市)、坂川（長岡京市）、旭ヶ丘川(綾部市)、桃ケ谷川(宮津市)ほか 

・平（京丹後市）＜完了＞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） 

○郷ノ口余部線【宇津根橋】の架替を推進（亀岡市） 
 

（裏面あり） 



 

２ 成長と交流の基盤づくりの推進  

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京都縦貫自動車道、山陰近畿自動車道

等の高速道路を軸とした広域幹線道路網・地域の基幹道路の整備、交通安全対策等に取り組むと

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を軸とした広域幹線道路網整備  

○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） 

○宇治木屋線【犬打峠】の整備推進（宇治田原町、和束町） 

○山城総合運動公園城陽線【城陽橋】の４車線化（城陽市） 

 

（２）地域間交流の促進を図る基幹道路の整備  

○国道４２９号【榎峠バイパス】（福知山市）＜新規着手＞ 

○国道４２３号【法貴バイパス】の整備推進（亀岡市） 

○向島宇治線【里尻】の整備推進(宇治市) 

○小倉西舞鶴線【白鳥工区】の整備推進（舞鶴市） 

○（都）御陵山崎線の整備推進（向日市、長岡京市） 

 

（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  

○舞鶴国際ふ頭におけるⅡ期整備に向けた調査 

 

【概要】 

 

（単位：箇所、百万円、％）

公共 単独 合計 公共 単独 合計
道路 99 148 247 11,917 5,851 17,768
街路 7 9 16 1,750 90 1,840
河川 30 121 151 3,724 3,363 7,087
海岸 1 8 9 70 85 155
砂防 58 132 190 1,643 1,328 2,971
公園 8 10 18 588 398 986
港湾 8 6 14 439 433 872
下水 9 5 14 8,219 120 8,339
その他 3 140 143 1,544 4,768 6,312

通常事業　計（①） 223 579 802 29,894 16,436 46,330

防災・減災、国土強靱化のため
の３か年緊急対策（②）

90 0 90 8,323 0 8,323

当初予算計③（①＋②） 313 579 892 38,217 16,436 54,653

38,800 16,267 55,067

98.5% 101.0% 99.2%

安心と成長の未来を拓く総合経
済対策（⑤）

55 0 55 5,371 0 5,371

１４ヶ月予算計⑥（③＋⑤） 368 579 947 43,588 16,436 60,024

50,328 16,267 66,595

86.6% 101.0% 90.1%

事業費

令和元年度（⑦）

前年度比（⑥／⑦）

区　分
箇　所　数

令和元年度（④）

前年度比（③／④）
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【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

▲

河川・砂防・海岸事業

頻発する台風や豪雨による自然災害に対し、しなやかで災害に強い地域づくりを

推進するため、国や市町村と連携し、河川改修や貯留施設の整備等、総合的な治水

対策及び砂防・急傾斜地における土砂災害対策等を進める。

３５０箇所 １０２億１３百万円

○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）

・戦川（宇治市）

・防賀川（八幡市、京田辺市）

・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）

・七谷川(亀岡市)

・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）

・竹野川（京丹後市）

・福田川（京丹後市）

○平成30年7月豪雨被災箇所の緊急対策

・谷河川（福知山市）

○土砂災害防止対策等の推進

・草生川（京都市）

・北川（京都市）

・鞍馬川（京都市）

・坂川（長岡京市）

・弥陀次郎川（宇治市）

・大町谷川（南丹市）

・瀬崎川（舞鶴市）

・旭ヶ丘川(綾部市）

・桃ケ谷川(宮津市）

・平（京丹後市）

○ダム機能回復・向上対策

・大野ダム（南丹市）
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▲

道路・街路事業

成長と交流の基盤づくりを推進するため、新名神高速道路や京都縦貫自動車道等の

高速道路を軸とした広域幹線道路網、地域の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も積極的に取り

組む。

２６３箇所 １９６億８百万円

○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429号【榎峠バイパス】(福知山市)

・小倉西舞鶴線【白鳥工区】（舞鶴市）

・向島宇治線 【里尻】（宇治市）

・小浜綾部線【大町バイパス】(綾部市)

・間人大宮線【丹後弥栄道路】(京丹後市）

・（都）御陵山崎線（向日市、長岡京市）

・（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）

○橋梁耐震補強・老朽化対策

・国道307号【山城大橋】（京田辺市）

・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）

・伏見柳谷高槻線【奥海印寺】（長岡京市）

・綾部大江宮津線【新庄】（綾部市）

・舞鶴綾部福知山線【川北】(福知山市)

○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
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▲

公園事業

千年の都・鴨川清流事業により鴨川公園（葵地区）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。

また、木津川運動公園において、北側区域の整備に向けた調査を実施する。

１８箇所 ９億８６百万円

○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等

・山城総合運動公園（宇治市）、丹波自然運動公園（京丹波町）

○官民連携調査

・木津川運動公園【北側区域】(城陽市）

▲

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。

１４箇所 ８億７２百万円

○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）
▲

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。

１４箇所 ８３億３９百万円

○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）
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▲

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。

９０箇所 ８３億２３百万円

▲

安心と成長の未来を拓く総合経済対策（令和元年度２月補正予算）

「災害からの復旧・復興と安心・安全の確保」、「経済の下振れリスクを乗り越え

ようとする者への重点支援」、「未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック

後も見据えた経済活力の維持・向上」を三本の柱とし、防災・減災、国土強靱化の強

力な推進等に取り組む。

５５箇所 ５３億７１百万円



■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【290箇所】（420億44百万円）

箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト

●道路事業【138箇所】（189億54百万円）

○地域高規格道路調査【１箇所】（17百万円）
山陰近畿自動車道 京丹後市網野町～兵庫県境 京丹後市 ○ P13

○道路新設改良事業【7箇所】（30億97百万円）
国道 ３０７号 城陽市市辺～奈島 城陽市
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 P14

国道 ４２９号
兵庫県丹波市青垣町中佐治～京都府福知山市談
（榎峠バイパス）

福知山市 ○ P18

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

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

P15

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 P16

○大規模修繕・更新事業【7箇所】（22億80百万円）
主要地方道 枚方山城線 木津川市山城町～精華町祝園（開橋） 木津川市
主要地方道 奈良笠置線 笠置町笠置浜 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 八幡城陽線 城陽市上津屋（上津屋小橋） 城陽市
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 P24
一般府道 私市大江線 福知山市私市（相長橋） 福知山市

○改築事業【24箇所】（60億31百万円）
国道 ３０７号 京田辺市甘南備台 京田辺市
国道 ３０７号 京田辺市（山城大橋） 京田辺市
国道 １６３号 笠置町有市 笠置町 P23
国道 ４２３号 亀岡市西別院町～曽我部町（法貴バイパス） 亀岡市 P17
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 １７５号 福知山市下天津 福知山市
国道 ４２９号 福知山市新庄 福知山市
国道 １７５号 舞鶴市小津田 舞鶴市 ○
国道 １７８号 伊根町井室（朝妻） 伊根町
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 天理加茂木津線 木津川市加茂町大野 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 園部平屋線 南丹市日吉町殿田 南丹市
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
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 小浜綾部線 綾部市五津合町 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 P19
主要地方道 宮津養父線 与謝野町岩屋 与謝野町
一般府道 長法寺向日線 長岡京市今里 長岡京市
一般府道 向島宇治線 宇治市里尻 宇治市 P20
一般府道 山城総合運動公園城陽線 城陽市富野 城陽市
一般府道 柚原向日線 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

○民生安定事業【6箇所】（14億79百万円）
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 P21
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 P21
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 P21
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 P21

○原子力災害時避難路整備事業【6箇所】（3億96百万円】
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
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

路線、施設名等
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○防災補修事業【33箇所】（28億03百万円）
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 １７６号 福知山市長尾 福知山市
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 宮津市由良～脇 宮津市
主要地方道 伏見柳谷高槻線 長岡京市役所前 長岡京市
主要地方道 伏見柳谷高槻線 長岡京市天神～花山 長岡京市
主要地方道 宇治淀線 宇治里尻 宇治市
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 生駒精華線 光台 精華町
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 茨木亀岡線 亀岡市東別院東掛～栢原 亀岡市
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 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 園部能勢線 南丹市園部町竹井～天引 南丹市
主要地方道 市島和知線 京丹波町本庄 京丹波町
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 市島和知線 福知山市大原 福知山市
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 舞鶴宮津線 舞鶴市下漆原 舞鶴市
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 東掛小林線 亀岡市大野 亀岡市
一般府道 田井中田線 舞鶴市栃尾～田井 舞鶴市
一般府道 天の橋立線 宮津市文珠 宮津市
一般府道 上延利線 宮津市畑 宮津市

○交通安全事業【40箇所】（21億28百万円）
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 福知山市大江町河守 福知山市 ○
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
国道 ３１２号 京丹後市大宮町周枳 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 伏見柳谷高槻線 長岡京市奥海印寺 長岡京市 ○
主要地方道 開田長岡京停車場線 長岡京市天神１丁目 長岡京市 ○
主要地方道 京都宇治線 宇治市六地蔵～五ヶ庄 宇治市
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
主要地方道 京都広河原美山線 南丹市美山町内久保 南丹市 ○
主要地方道 園部平屋線 南丹市園部町 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 福知山綾部線 福知山市土師 福知山市
主要地方道 舞鶴綾部福知山線 福知山市川北 福知山市 ○
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 綾部大江宮津線 綾部市新庄町 綾部市 ○
主要地方道 網野久美浜線 京丹後市久美浜町永留 京丹後市 ○
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 志水西向日停車場線 向日市鶏冠井町 向日市 ○
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
一般府道 田井大垣自転車道線 宮津市漁師 宮津市
一般府道 明田京丹後大宮停車場線 京丹後市大宮町周枳 京丹後市
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一般府道 掛津峰山線 京丹後市網野町島津 京丹後市 ○

○広域連携事業【14箇所】（7億23百万円）
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
国道 １７８号 京丹後市丹後町竹野 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
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 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 京都八幡木津自転車道線 精華町（下狛工区） 精華町
一般府道 京都八幡木津自転車道線 精華町（祝園工区） 精華町
一般府道 京都八幡木津自転車道線 サイクリングマップ 箇所無し
一般府道 京都八幡木津自転車道線 サイン整備 箇所無し
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【8箇所】（25億20百万円）

○街路事業【8箇所】（25億20百万円）
都市計画道路 御陵山崎線（寺戸工区） 向日市寺戸町 向日市 P22
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 P22
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 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
都市計画道路 東中央線 木津川市木津～山城町上狛 木津川市 ○
都市計画道路 並河亀岡停車場線（第２工区）亀岡市大井町 亀岡市
都市計画道路 小倉西舞鶴線（倉谷工区） 舞鶴市字倉谷 舞鶴市

●河川事業【39箇所】（76億54百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【1箇所】（7億10百万円）
鴨川 京都市南区、伏見区 京都市 P1

○床上浸水対策特別緊急事業【1箇所】（6億76万円）
弘法川・法川 福知山市荒河～篠尾新町、堀 福知山市 ○ P5

○特定洪水対策等推進事業【4箇所】（16億24万円）
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 P6
西羽束師川 京都市伏見区 京都市

○広域河川改修事業【18箇所】（28億45百万円）
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

P3

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
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 P4
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
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 P6
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 P8

○総合流域防災事業（統合河川整備事業）【12箇所】（14億83百万円）
四宮川 京都市山科区 京都市 P2
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
弘法川 福知山市荒河～篠尾新町、堀 福知山市 P5
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法川 福知山市篠尾新町、堀 福知山市 P5
伊佐津川 舞鶴市下安久～七日市 舞鶴市 P7
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】（50百万円）
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

○堰堤改良事業【1箇所】（2億54百万円）
大野ダム 南丹市美山町 南丹市

●海岸事業【2箇所】（80百万円）

○海岸浸食対策事業【1箇所】（10百万円）
久僧海岸 京丹後市丹後町 京丹後市 ○

○高潮対策事業【1箇所】（70百万円）
神崎海岸 舞鶴市神崎 舞鶴市 ○

●砂防事業【77箇所】（34億25百万円）

○特定緊急砂防事業【1箇所】（1億円）
谷河川 福知山市大江町公庄 福知山市 P9

○通常砂防事業【32箇所】（18億49百万円）
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
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 P10
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 P11
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
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
瀬崎川 舞鶴市瀬崎 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 ○
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【2箇所】（70百万円）
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】（7億45百万円）
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
大波下 舞鶴市大波下 舞鶴市
上安久 舞鶴市上安久 舞鶴市
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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
小坪 伊根町日出 伊根町 ○
平 京丹後市丹後町平 京丹後市 ○ P12
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）【8箇所】（4億10百万円）
音羽川 京都市左京区修学院 京都市
灰屋川 京都市右京区京北灰屋町 京都市
鞍馬川 京都市左京区静市市原町 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【18箇所】（2億51百万円）

●公園事業【8箇所】（6億48百万円）

○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 P25

○公共都市公園施設整備事業【6箇所】（4億96百万円）
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】（1億10百万円）
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【9箇所】（5億44百万円）

○港湾改修事業【1箇所】（10百万円）
京都舞鶴港 舞鶴港臨港道路和田下福井線 舞鶴市 P26

○港湾機能高度化施設整備事業【1箇所】（81百万円）
京都舞鶴港 舞鶴港第２ふ頭 舞鶴市 ○

○社会資本整備総合交付金事業【7箇所】（4億53百万円）
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
京都舞鶴港 舞鶴港臨港道路和田下福井線 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

●流域下水道事業【9箇所】（82億19百万円）

○流域下水道事業【9箇所】（82億19百万円）

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

P27

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 汚泥処理設備更新
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 P28
木津川上流流域 木津川上流浄化センター 水処理施設 精華町
木津川上流流域 木津川上流浄化センター 水処理施設 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

-　9　-


	01【最終0511】Ｒ２ 箇所決定概要.pdf
	02【表紙】概要.pdf
	03【最終0508】主要箇所の概要.pdf
	04箇所一覧.pdf

