
■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【278箇所】（257億84百万円）

箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
主要箇所
の概要

●道路事業【127箇所】（105億54百万円）

○道路新設改良事業【5箇所】（7億30百万円）
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 P1
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 P2

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

P3

○改築事業【37箇所】（41億12百万円）
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 ○ P4
国道 ４２３号 亀岡市西別院町～曽我部町（法貴バイパス） 亀岡市 P5
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 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 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 八幡木津線 京田辺市宮津 京田辺市
主要地方道 上狛城陽線 井手町井手（上玉川橋） 井手町 ○ P10
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 八幡木津線 精華町菱田 精華町
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
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 京丹波三和線 京丹波町質美（宮の下橋他） 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 舞鶴福知山線 福知山市筈巻（筈巻Ⅱ工区） 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 P7
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
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 ○ P7
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 和束井手線 井手町多賀～井手（株山橋） 井手町
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 P11
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 石原停車場戸田線 福知山市戸田（戸田橋） 福知山市 P7
一般府道 福知山山南線 福知山市山崎 福知山市

○民生安定事業【3箇所】（8億63百万円）
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 P8
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 P8
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 P8

○原子力災害時避難路整備事業【3箇所】（4億46百万円】
主要地方道 舞鶴野原港高浜線 他 舞鶴市大浦半島 舞鶴市 P12
一般府道 上杉和知線 他 綾部市上林 綾部市 P12

管内一円 管内一円 京丹波町　他

○防災補修事業【27箇所】（21億27百万円）
国道 １６３号 木津川市上狛 木津川市
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 京丹波町戸津川 京丹波町
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 １７８号 宮津市由良 宮津市
国道 １７８号 宮津市日置 宮津市

路線、施設名等
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国道 １７８号 京丹後市網野町三津 京丹後市
国道 ４８２号 京丹後市久美浜町尉ヶ畑 京丹後市
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 木津信楽線 和束町原山 和束町
主要地方道 木津信楽線 和束町湯船 和束町 ○
主要地方道 上野南山城線 南山城村南大河原 南山城村
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 茨木亀岡線 亀岡市柏原 亀岡市
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 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 小浜綾部線 綾部市小仲 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 綾部大江宮津線 宮津市小田 宮津市
一般府道 田井中田線 舞鶴市栃尾～田井 舞鶴市
一般府道 金河内地頭線 舞鶴市桑飼上 舞鶴市
一般府道 上延利線 宮津市畑 宮津市
一般府道 浜詰網野線 京丹後町網野町磯 京丹後市

○交通安全事業【34箇所】（15億31百万円）
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 京丹後市久美浜町橋爪 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 西京高槻線 向日市寺戸町 向日市 ○ P13
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 京都宇治線 宇治市五ヶ庄（黄檗） 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 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 小浜綾部線他５路線 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 舞鶴綾部福知山線 舞鶴市七日市 舞鶴市
主要地方道 宮津養父線 与謝野町下山田 与謝野町
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 内里城陽線 城陽市寺田 城陽市
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【18箇所】（7億45百万円）
国道 ３７２号 南丹市園部町南八田～天引（南八田道路） 南丹市 P6
国道 １７５号 福知山市下天津 福知山市 P7
国道 １７５号 舞鶴市地頭 舞鶴市
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
国道 １７８号 京丹後市網野町木津 京丹後市
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 小浜綾部線 綾部市老富町 綾部市 ○
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 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 掛津峰山線 京丹後市峰山町丹波（丹波バイパス） 京丹後市
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●街路事業【8箇所】（18億41百万円）

○街路事業【8箇所】（18億41百万円）
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
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 P9
都市計画道路 並河亀岡停車場線 亀岡市大井町～河原町 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【33箇所】（86億85百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【1箇所】（6億0百万円）
鴨川 京都市南区、伏見区 京都市

○床上浸水対策特別緊急事業【2箇所】（30億54万円）
古川（床上緊急） 城陽市 城陽市 P15
弘法川・法川（床上緊急） 福知山市 福知山市 P17

○広域河川改修事業【15箇所】（21億20百万円）
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

P15

大谷川(防賀川) 八幡市内里、京田辺市内里 八幡市、京田辺市

雑水川 亀岡市下矢田町～古世町 亀岡市 P16
桂川（亀岡） 亀岡市千代川町～篠町 亀岡市 P16
千々川 亀岡市千代川町 亀岡市 P16
犬飼川 亀岡市大井町 亀岡市
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 舞鶴市 ○ P18
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）【11箇所】（19億46百万円）
四宮川 京都市山科区 京都市 P14
戦川 宇治市菟道 宇治市
弥陀次郎川 宇治市五ヶ庄 宇治市
大井手川 木津川市鹿背山 木津川市
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 福知山市
伊佐津川 舞鶴市下安久～七日市 舞鶴市
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

○河川整備促進事業【1箇所】（8億23百万円）
大井手川 木津川市鹿背山 木津川市

○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 与謝野町

○堰堤改良事業【1箇所】（79百万円）
大野ダム 南丹市美山町 南丹市

●海岸事業【10箇所】（156百万円）

○海岸浸食対策事業【1箇所】（130百万円）
久僧海岸 京丹後市丹後町 京丹後市

○海岸長寿命化事業【9箇所】（26百万円）

●砂防事業【76箇所】（27億98百万円）

○通常砂防事業【32箇所】（12億88百万円）
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花尻川 京都市左京区大原 京都市
草生川 京都市左京区大原 京都市
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
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
桜峠谷川 木津川市山城町神童子 木津川市
不動谷川 笠置町有市 笠置町 ○
門前川 和束町門前 和束町 ○
谷山川 南丹市日吉町中世木 南丹市
大町谷川 南丹市日吉町田原 南丹市
菖蒲谷川 南丹市園部町殿谷 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
大門川 福知山市大門 福知山市 ○
大呂川支渓流 福知山市喜多 福知山市
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 ○
樋ノ口川 福知山市牧 福知山市 ○
忠川 綾部市忠町 綾部市
旭ヶ丘川 綾部市位田町 綾部市 ○
万願寺川支渓 舞鶴市万願寺 舞鶴市
天台川 舞鶴市天台 舞鶴市
白滝川 舞鶴市白滝 舞鶴市 ○
桃ヶ谷川 宮津市宮村 宮津市
堤谷川 与謝野町岩屋 与謝野町 ○
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
シシ伏川 京丹後市丹後町間人 京丹後市

○地すべり対策事業【3箇所】（1億85百万円）
切山 笠置町切山 笠置町 P21
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【11箇所】（5億26百万円）
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 ○
早稲田 大山崎町早稲田 大山崎町 ○ P20
下小田 福知山市下小田 福知山市 ○
三河Ⅱ 福知山市大江町三河 福知山市
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
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
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）【6箇所】（2億28百万円）
音羽川 京都市左京区修学院 京都市 ○ P19
奥山田川 宇治田原町奥山田 宇治田原町
琉璃渓 南丹市園部町大河内 南丹市
津の本川 南丹市美山町北 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【22箇所】（2億25百万円）

○河川等災害関連事業【2箇所】（3億46百万円）
朝根川 綾部市故屋岡町朝根 綾部市 ○
吉野川 京丹後市丹後町谷内 京丹後市

●公園事業【13箇所】（10億62百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【1箇所】（42百万円）
鴨川公園 松原橋～五条大橋、葵地区 京都市 P22

○公共都市公園施設整備事業【9箇所】（5億52百万円）
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
山城総合運動公園 宇治市広野町 宇治市
山城総合運動公園 宇治市広野町 宇治市
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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
丹波自然運動公園 京丹波町曽根崩下代 京丹波町
丹波自然運動公園 京丹波町曽根崩下代 京丹波町

○広域連携事業【3箇所】（4億68百万円）
宇治公園 宇治市宇治 宇治市
山城総合運動公園 宇治市広野町 宇治市 ○
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【11箇所】（6億88百万円）

○港湾改修事業【1箇所】（2億86百万円）
京都舞鶴港 舞鶴港臨港道路和田下福井線 舞鶴市 P23

○国際クルーズ旅客受入機能高度化事業【1箇所】（54百万円）
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【9箇所】（3億48百万円）
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 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 宮津港文珠地区 宮津市 ○
宮津港 宮津港日置地区 宮津市
久美浜港 久美浜港須地ＰＢＳ施設 京丹後市
港湾一円 港湾海岸一円 宮津市、京丹後市 ○

※京都舞鶴港「海の京都駅（仮称）」推進事業（単独事業）
京都舞鶴港 舞鶴港第２ふ頭（観光拠点施設等） 舞鶴市 P24
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