
令和元年８月 　日

10 京都府内における道路構造物の的確な維持保全の推進（防災・安全）

　平成25年度　～　平成29年度（5年間）

① 道路防災総点検における要対策箇所の整備率を向上させる。

② 老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安心・安全な交通を確保する。

（H25当初） （H27末） （H29末）

①

＝

②

＝

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

令和元年８月

整備計画作成主体である京都府の道路主管課において実施する。

インターネット（京都府HP）での公表

京都府、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田
原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、舞鶴市、福
知山市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

・「京都府国土強靱化地域
計画」に基づき実施される
要素事業：備考欄○の事業

Ｂ 440百万円
効果促進事業費の割合

1.5%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

京都府内における防災危険箇所対策等を実施し、安心・安全なまちを形成する。

 京都府管理道路における道路防災総点検における要対策箇所に対する対策済箇所の整備率（％）

Σ（対策済箇所）／Σ（要対策箇所）×１００ 43.1％

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
28,766百万円 Ａ 28,326百万円

事後評価の実施体制

0百万円 Ｃ

事後評価の実施時期

公表の方法

46.0％ 50.3％

京都府内各市町村の橋梁長寿命化計画に基づく橋梁補修の完了率（％）

Σ（各市町村の橋梁補修完了箇所数）／Σ（各市町村の要橋梁補修箇所数）×１００ 0.0％ 75.0％ 100.0％

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値



１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

10-A10001 道路 一般 京都府 直接 国道 改築 1,975

10-A10002 道路 一般 京都府 直接 国道 改築 80

10-A10003 道路 一般 京都府 直接 国道 改築 30

10-A10006 道路 一般 京都府 直接 国道 改築 橋梁架替 0.1km 亀岡市 760

10-A11001 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 1,650

10-A11002 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 90

10-A11003 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 700

10-A11005 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 （主）舞鶴綾部福知山線　私市橋 橋梁架替・改築 0.8km 500 ○

10-A11006 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 510 ○

10-A11007 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 （主）京丹波三和線　質美（宮の下橋ほか） 京丹波町 300

10-A11008 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 200 ○

10-A12001 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 620 ○

10-A12002 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 （一）郷ノ口余部線　宇津根橋 橋梁架替　0.7km 2,000 ○

10-A12005 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 改築 （一）石原停車場戸田線　戸田橋 700 ○

10-A20001 道路 一般 京都府 直接 国道 交安 （国）１７８号　蒲入～井室ほか 防護柵1.0km 30

10-A24001 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号　広瀬橋ほか３橋 橋梁修繕・耐震補強４橋 京丹後市 500

10-A24002 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７３号　新綾部大橋 橋梁修繕・耐震補強１橋 綾部市 100

10-A24004 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号　雲原ほか 福知山市 59

10-A24005 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号　網野町 舗装補修　0.3km 京丹後市 16

10-A24006 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 法面防災対策（落石対策） 40

10-A24007 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号　蒲入～袖志 法面防災対策（落石対策）京丹後市、伊根町 94

10-A24008 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号 由良～脇 法面防災対策（落石対策）宮津市 61

10-A24009 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号 日置～里波見 法面防災対策（落石対策）宮津市 132

10-A24010 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号 新庄～木津 法面防災対策（落石対策）京丹後市 40

10-A24011 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）３１２号 坂井～栃谷 法面防災対策（盛土対策）京丹後市 66

10-A24012 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）４２６号 夷～上佐々木 法面防災対策（落石対策）福知山市 30

10-A24013 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７３号 八田 法面防災対策（落石対策）京丹波町 85

10-A24014 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７５号 下天津橋ほか 橋梁修繕・耐震補強 福知山市ほか 30

10-A24016 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号 河梨トンネル トンネル修繕 京丹後市 100

10-A24017 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１６２号 堀越トンネル トンネル修繕 南丹市 250 ○

10-A24018 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号 与謝トンネル トンネル修繕 20

10-A24019 道路 一般 京都府 直接 国道 点検調査 （国）１７６号 宮津トンネルほか トンネル点検 宮津市ほか 228 ○

10-A24020 道路 一般 京都府 直接 国道 点検調査 （国）１７８号 広瀬橋ほか 橋梁点検 京丹後市ほか 300

10-A24021 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号 西宮津大橋ほか 橋梁修繕・耐震補強 宮津市ほか 400

10-A24022 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号 野条橋ほか１橋 橋梁修繕 福知山市 25

10-A24023 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号　雲原橋 橋梁修繕 福知山市 7

10-A24024 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号　伊根舟屋高架橋 橋梁修繕 伊根町 10

10-A24025 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号 坂浦トンネル トンネル修繕 20

10-A24026 道路 一般 京都府 直接 国道 計画策定 （国）１７６号 宮津トンネルほか 宮津市ほか 10

10-A24027 道路 一般 京都府 直接 国道 点検調査 （国）１７８号 １号ロックシェッドほか シェッド点検 京丹後市ほか 30

10-A24028 道路 一般 京都府 直接 国道 計画策定 （国）１７８号 １号ロックシェッドほか　 京丹後市ほか 10

10-A24029 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７６号 宮津トンネルほか トンネル修繕 宮津市ほか 515 ○

10-A24030 道路 一般 京都府 直接 国道 修繕 （国）１７８号 １号ロックシェッドほか シェッド修繕 京丹後市ほか 150 ○

10-A24031 道路 一般 京都府 直接 国道 点検調査 （国）３０７号ほか 門型標識点検 京田辺市ほか 10 ○

シェッド個別施設計画策定

橋梁架替・橋梁耐震補強 0.3km 福知山市
宮津市、京丹後市、伊根町

舗装 0.3㎞

（国）１６３号 上狛～有市 木津川市・笠置町

福知山市、与謝野町

福知山市

トンネル個別施設計画策定

木津川市、和束町

橋梁架替3橋・改築　1.0km

（主）上狛城陽線　上玉川橋 橋梁架替  0.02km 井手町

（一）和束井手線 株山橋 橋梁架替・改築 4.2km 井手町

亀岡市

（国）１７８号　蒲入バイパス 改築2.2km 伊根町

（国）４２３号　法貴バイパス 改築  5.1km 亀岡市

（国）１７５号　地頭 改築  0.5km 舞鶴市

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

（事業箇所）

（国）４２３号　曽我部橋

（主）京都守口線 木津川御幸橋 橋梁架替 0.5km 八幡市

（主）舞鶴宮津線　新宮工区 改築 3.7km 宮津市

（主）綾部大江宮津線　大雲橋 橋梁架替・橋梁耐震補強 0.1km 福知山市

福知山市

（主）木津信楽線　瓶原橋 橋梁架替・改築  0.63km



10-A25001 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 橋梁修繕・耐震補強 木津川市 300

10-A25002 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）舞鶴福知山線　音無瀬橋 橋梁修繕・耐震補強 福知山市 300

10-A25003 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）大津南郷宇治線　禅定寺～槙島 法面防災対策（落石対策） 140

10-A25004 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 法面防災対策（落石対策）和束町 60

10-A25005 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）京都広河原美山線 孤立支援 法面防災対策（落石対策）南丹市 90

10-A25006 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）園部能勢線　園部町大河内 法面防災対策（落石対策）南丹市 10

10-A25007 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）舞鶴和知線　仏主～細谷 法面防災対策（落石対策）京丹波町 10

10-A25008 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）池辺京田線　寺田 舞鶴市 50

10-A25009 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 法面防災対策（落石対策）舞鶴市 200

10-A25010 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）綾部インター線　白瀬橋 橋梁修繕・耐震補強 綾部市 300

10-A25011 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）京都日吉美山線　天若 法面防災対策（落石対策）南丹市 30

10-A25012 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）舞鶴和知線　菅坂 法面防災対策（落石対策）綾部市、舞鶴市 50

10-A25013 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）舞鶴綾部福知山線　於与岐 擁壁補強 綾部市 20

10-A25014 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）綾部大江宮津線　小田 法面防災対策（落石対策）宮津市 20

10-A25015 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）舞鶴野原港高浜線 松島橋 橋梁修繕・耐震補強 舞鶴市 370

10-A25020 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）小倉西舞鶴線　白鳥トンネル トンネル修繕 10

10-A25021 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 点検調査 （主）園部平屋線 神楽坂トンネルほか トンネル点検 南丹市ほか 100 ○

10-A25022 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 点検調査 （主）大津南郷宇治線　二の尾橋ほか 橋梁点検 宇治市ほか 750

10-A25023 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 橋梁修繕 綾部市、長岡京市 60

10-A25024 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）久美浜湊宮浦明線　湊大橋 耐震補強 京丹後市 80

10-A25025 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）伏見柳谷高槻線　あじさい橋 橋梁修繕 長岡京市 40

10-A25026 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）大津南郷宇治線　宵待橋 橋梁修繕 宇治田原町 250

10-A25027 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）岩崎市島線　六人部大橋 橋梁修繕 福知山市 200

10-A25028 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 計画策定 （主）園部平屋線 神楽坂トンネルほか 南丹市ほか 10

10-A25029 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 点検調査 （主）宇治木屋線 １号ロックシェッドほかシェッド点検 宇治田原町ほか 25

10-A25030 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 計画策定 （主）宇治木屋線 １号ロックシェッドほか　 宇治田原町ほか 10

10-A25031 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）上狛城陽線　不動川隧道 トンネル修繕 木津川市 50

10-A25032 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）園部平屋線 神楽坂トンネルほか トンネル修繕 南丹市ほか 480 ○

10-A25033 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （主）宇治木屋線 １号ロックシェッドほかシェッド修繕 宇治田原町ほか 150 ○

10-A25034 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 点検調査 （主）大津南郷宇治線　ほか 門型標識点検 宇治市ほか 10

10-A26001 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）山城運動公園城陽線 城陽橋ほか３橋橋梁修繕・耐震補強 城陽市 100

10-A26002 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）和束井手線　井手 法面防災対策（落石対策）井手町 70

10-A26003 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）金河内地頭線 孤立支援 法面防災対策（落石対策）舞鶴市 30

10-A26004 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）栗田半島線　矢原 法面防災対策（落石対策）宮津市 31

10-A26005 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）浜詰網野線　磯 法面防災対策（落石対策）京丹後市 33

10-A26006 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 （一）東雲停車場線　八雲橋ほか 橋梁修繕・耐震補強 舞鶴市ほか 1,600

10-A26007 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 旧橋撤去・橋梁工 400

10-A26008 道路 一般 京都府 直接 都道府県道 修繕 橋梁修繕・耐震補強 900

10-A30101 道路 一般 向日市 直接 市町村道 修繕 100

10-A30102 道路 一般 向日市 直接 市町村道点検調査橋梁定期点検 橋梁点検 20

10-A30201 道路 一般 長岡京市 直接 市町村道 修繕 西条橋橋梁修繕他１２橋 橋梁修繕13橋 長岡京市 85

10-A30202 道路 一般 長岡京市 直接 市町村道 修繕 地震対策 0.03km 87

10-A30203 道路 一般 長岡京市 直接 市町村道 点検調査 16

10-A30301 道路 一般 大山崎町 直接 市町村道 修繕 81

10-A30302 道路 一般 大山崎町 直接 市町村道 計画策定 大山崎町 40

10-A30303 道路 一般 大山崎町 直接 市町村道 修繕 阪急陸橋ほか2橋 表面被覆・塗装等 大山崎町 10

市道第１０８４号線（西山公園橋） 長岡京市

橋梁定期点検 橋梁点検 長岡京市

天王山古戦橋ほか2橋 表面被覆・塗装等 大山崎町

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 23橋

シェッド個別施設計画策定

（一）八幡城陽線　上津屋橋（流れ橋） 八幡市・久御山町

（一）八幡城陽線　上津屋小橋ほか 八幡市ほか

(他)市道第４０４７号線他　南小路道路橋他 橋梁補修 向日市

向日市

（主）奈良加茂線 恭仁大橋ほか５橋

宇治市、宇治田原町

（主）木津信楽線 原山～湯船

法面防災対策（落石対策）

（主）舞鶴野原港高浜線　水ヶ浦

舞鶴市

（主）福知山綾部線ほか１路線　綾部陸橋ほか１橋

トンネル個別施設計画策定



10-A30401 道路 一般 宇治市 直接 市町村道 修繕 230

10-A30402 道路 一般 宇治市 直接 市町村道 修繕 夕波橋ほか11橋 橋梁修繕 宇治市 73

10-A30403 道路 一般 宇治市 直接 市町村道 点検調査 橋梁定期点検 橋梁点検 宇治市 94

10-A30404 道路 一般 宇治市 直接 市町村道 修繕 第二六地蔵橋ほか6橋 橋梁修繕 宇治市 8

10-A30501 道路 一般 城陽市 直接 市町村道 修繕 6

10-A30502 道路 一般 城陽市 直接 市町村道 修繕 橋梁補修　３橋 城陽市 27

10-A30503 道路 一般 城陽市 直接 市町村道 修繕 橋梁補修　１橋 城陽市 3

10-A30504 道路 一般 城陽市 直接 市町村道 修繕 橋梁補修　５橋 城陽市 40

10-A30505 道路 一般 城陽市 直接 市町村道 点検調査 橋梁定期点検 橋梁点検　１４５橋 城陽市 34

10-A30601 道路 一般 久御山町 直接 市町村道 修繕 久御山町 5

10-A30602 道路 一般 久御山町 直接 市町村道 点検調査 古川橋　ほか16橋 橋梁点検 久御山町 19

10-A30603 道路 一般 久御山町 直接 市町村道 点検調査 篠ム戸橋　ほか32橋 橋梁点検 久御山町 13

10-A30701 道路 一般 八幡市 直接 市町村道 修繕 橋梁長寿命化修繕 八幡市 40

10-A30702 道路 一般 八幡市 直接 市町村道 修繕 橋梁長寿命化修繕 八幡市 20

10-A30703 道路 一般 八幡市 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検、計画策定 八幡市 35

10-A30801 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 修繕 230

10-A30802 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 修繕 9

10-A30803 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 修繕 17

10-A30804 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 修繕 52

10-A30805 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検 30橋 30

10-A30806 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検 173橋 10

10-A30807 道路 一般 京田辺市 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検 3橋 36

10-A30901 道路 一般 井手町 直接 市町村道 修繕 150

10-A30902 道路 一般 井手町 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検79橋 井手町 25

10-A30903 道路 一般 井手町 直接 市町村道 点検調査 町道43-07号線ほか　野神跨線橋ほか 橋梁点検2橋 井手町 15

10-A30904 道路 一般 井手町 直接 市町村道 修繕 (他)町道43号線ほか　奥玉川橋ほか 橋梁補修2橋 井手町 70

10-A31001 道路 一般 宇治田原町 直接 市町村道 修繕 橋梁補修　１８橋 90

10-A31002 道路 一般 宇治田原町 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検 橋梁点検　１６７橋 35

10-A31003 道路 一般 宇治田原町 直接 市町村道 修繕 （１）郷之口岩山線他　荒木橋他 橋梁補修　５橋 50

10-A31004 道路 一般 宇治田原町 直接 市町村道 修繕 （他）通峰線他　長藪橋他 橋梁補修 １２橋 40

10-A31101 道路 一般 木津川市 直接 市町村道 修繕 130

10-A31102 道路 一般 木津川市 直接 市町村道 点検調査 77

10-A31103 道路 一般 木津川市 直接 市町村道 修繕 京橋ほか１橋 橋梁修繕　２橋 13

10-A31201 道路 一般 笠置町 直接 市町村道 修繕 132

10-A31202 道路 一般 笠置町 直接 市町村道 修繕 78

10-A31203 道路 一般 笠置町 直接 市町村道 点検調査 12

10-A31301 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 (１)白栖撰原線　通学橋他 橋梁補修　8橋 和束町 100

10-A31302 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 (１)釜塚線　釜塚橋 橋梁補修　１橋 和束町 20

10-A31303 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 (他)向井出線　地蔵橋 橋梁補修　１橋 和束町 36

10-A31304 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 (他)小杉南谷線　中山橋 橋梁補修　１橋 和束町 7

10-A31305 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 (１)和束笠置線　日本一橋 橋梁補修　１橋 和束町 16

橋梁定期点検 橋梁点検 笠置町

木津川市橋梁定期点検 橋梁点検 木津川市

木津川市

栗足橋　他 橋梁補修 12橋 笠置町

湯谷橋　他 橋梁補修 13橋 笠置町

(他)橋梁長寿命化修繕計画策定事業

（１）郷之口岩山線他　荒木橋他 宇治田原町

宇治田原町

宇治田原町

宇治田原町

不動橋ほか9橋 橋りょう修繕　10橋 木津川市

新田辺駅前線（田辺高架橋）ほか29橋 京田辺市

山川里ケ市線（下里ケ市橋）ほか172橋 京田辺市

学校線（鳥本跨線橋）ほか2橋 京田辺市

(他)町道37-11号線ほか　片原橋ほか 橋梁補修28橋 井手町

(１)松井ケ丘交野線 橋梁修繕･耐震補強 １橋 京田辺市

時子林２号線（野上橋）ほか36橋 橋梁修繕 37橋 京田辺市

山手中央１号線 橋梁修繕･耐震補強 １橋 京田辺市

大谷川橋歩道橋ほか4橋

(他)双置橋 ほか３橋 橋梁補修

土井6号線ほか13橋

園道線ほか8橋

橋梁定期点検、橋梁長寿命化修繕計画策定

(他)山手幹線(松井山手跨道橋)ほか17橋 橋梁修繕　18橋 京田辺市

菟道槇島線　 橋梁補修　２橋 宇治市

明神橋外１橋 橋梁補修　２橋 城陽市

(１)押磐橋ほか２橋

下大谷橋



10-A31306 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 (１)湯船朝宮線　砂子橋他 橋梁補修　3橋 和束町 30

10-A31307 道路 一般 和束町 直接 市町村道 点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 橋梁点検 和束町 64

10-A31308 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 日本一宮野線日本一上橋 橋梁補修　１橋 和束町 9

10-A31309 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 湯船朝宮線茨木橋 橋梁補修　１橋 和束町 3

10-A31310 道路 一般 和束町 直接 市町村道 修繕 多羅尾線新田橋 橋梁補修　１橋 和束町 4

10-A31404 道路 一般 精華町 直接 市町村道 修繕 10

10-A31405 道路 一般 精華町 直接 市町村道 点検調査 40

10-A31501 道路 一般 南山城村 直接 市町村道 修繕 18

10-A31502 道路 一般 南山城村 直接 市町村道 修繕 舗装修繕 0.45 ㎞ 南山城村 25

10-A31503 道路 一般 南山城村 直接 市町村道 修繕 橋梁修繕　１橋 南山城村 39

10-A31504 道路 一般 南山城村 直接 市町村道 修繕 橋梁修繕　１橋 南山城村 4

10-A31505 道路 一般 南山城村 直接 市町村道 点検調査 南山城村 50

10-A31601 道路 一般 亀岡市 直接 市町村道 修繕 209

10-A31602 道路 一般 亀岡市 直接 市町村道 点検調査 90

10-A31701 道路 一般 南丹市 直接 市町村道 修繕 常盤橋ほか８橋梁 橋梁修繕　9橋 南丹市 70

10-A31702 道路 一般 南丹市 直接 市町村道 点検調査 橋梁定期点検 橋梁点検　142橋　426橋 南丹市 166

10-A31703 道路 一般 南丹市 直接 市町村道 修繕 森本橋ほか５橋梁 橋梁修繕　6橋 南丹市 20

10-A31801 道路 一般 京丹波町 直接 市町村道 修繕 297

10-A31802 道路 一般 京丹波町 直接 市町村道 修繕 135

10-A31803 道路 一般 京丹波町 直接 市町村道 点検調査 京丹波町 120

10-A31804 道路 一般 京丹波町 直接 市町村道 修繕 16

10-A31901 道路 一般 綾部市 直接 市町村道 修繕 市道浅原線（真野橋）外23橋　橋梁修繕 440

10-A31902 道路 一般 綾部市 直接 市町村道 点検調査 橋梁定期点検 橋梁点検  232橋 綾部市 100

10-A32001 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 40

10-A32002 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 100

10-A32003 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 18

10-A32004 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 38

10-A32005 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 47

10-A32006 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 計画策定 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 700橋 舞鶴市 290

10-A32007 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 大波下浦入線(舞鶴ｸﾚｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ) 橋梁補修　1橋 舞鶴市 40

10-A32008 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 北吸余部上線(道芝ﾄﾝﾈﾙ)ほか4線 ﾄﾝﾈﾙ補修　5本 舞鶴市 50

10-A32009 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 計画策定 ﾄﾝﾈﾙ長寿命化修繕計画策定事業 舞鶴市 37

10-A32010 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 舞鶴市 39

10-A32011 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 舞鶴市 12

10-A32012 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 舞鶴市 20

10-A32013 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 舞鶴市 20

10-A32014 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 舞鶴市 48

10-A32015 道路 一般 舞鶴市 直接 市町村道 修繕 舞鶴市 20

10-A32101 道路 一般 福知山市 直接 市町村道 修繕 10

10-A32102 道路 一般 福知山市 直接 市町村道 修繕 10

10-A32103 道路 一般 福知山市 直接 市町村道 修繕 10

10-A32104 道路 一般 福知山市 直接 市町村道 修繕 橋梁補修 53

広小路勅使線　荒河橋 橋梁補修 福知山市

大橋他全11橋 福知山市

(他)荒堀線(渡瀬橋)ほか7線 橋梁補修  8橋

(他)上安久仁寿寺線(倉谷橋)ほか6線 橋梁補修  7橋

野笹１号線　野笹西橋 橋梁補修 福知山市

新庄荒河線　岩井橋 橋梁補修 福知山市

ﾄﾝﾈﾙ長寿命化修繕計画策定

(他)西方寺北安線(山王橋)ほか1線 橋梁補修  2橋

(他)上安久倉谷線(浜田橋)ほか2線 橋梁補修  3橋

(他)新田線(新田橋) 橋梁補修  1橋

(他)中の谷線(中の谷橋)ほか3線 橋梁補修  4橋

(他)寿住宅16号線(寿橋)ほか7線 橋梁補修　8橋 舞鶴市

(他)宮谷線(コワタ橋)ほか6線 橋梁補修　7橋 舞鶴市

(他)知原線(知原橋)ほか2線 橋梁補修　3橋 舞鶴市

橋梁補修　24橋 綾部市

(他)セバト小タキ線(セバト橋)ほか6線 橋梁補修　7橋 舞鶴市

(他)愛宕通線(浮世橋)ほか4線 橋梁補修　5橋 舞鶴市

(1)蒲生西階線　蒲生～須知 舗装修繕 2.0km 京丹波町

道路ストック点検（橋梁） 358橋

花の木橋　ほか13橋 橋梁修繕14橋 京丹波町

（他）山ノ下向田線　重利橋　外8橋　 橋梁補修　9橋 亀岡市

橋梁点検 橋梁点検 亀岡市

水戸山崎橋線山崎橋　ほか43橋 橋梁修繕44橋 京丹波町

(１)田山高山橋線  田山 舗装修繕　0.73km 南山城村

(１)大河原多羅尾線  野殿

(１)田山高山橋線  高山橋

(１)大河原東和束線  山城谷３橋

橋梁点検調査 橋梁点検(近接目視)69橋

(他)池谷の道線　やすらぎ橋他 橋梁補修　10橋　 精華町

道路橋梁定期点検 橋梁点検　131橋　 精華町



10-A32105 道路 一般 福知山市 直接 市町村道 修繕 杢野瀬橋ほか全６橋 橋梁補修 33

10-A32106 道路 一般 福知山市 直接 市町村道 計画策定 橋梁長寿命化修繕計画策定 橋梁長寿命化修繕計画策定 279

10-A32201 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 120

10-A32202 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 15

10-A32203 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 杉末文珠線杉末橋 20

10-A32204 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 浜垣東西線浜垣橋 30

10-A32205 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 今宮線今宮橋 50

10-A32206 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 中田線中田橋 30

10-A32207 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 上司脇線大雲橋他16橋 180

10-A32208 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 点検調査 橋梁点検　158橋 30

10-A32209 道路 一般 宮津市 直接 市町村道 修繕 脇嶽線由良谷橋他2橋 橋梁補修 宮津市 32

10-A32301 道路 一般 京丹後市 直接 市町村道 修繕 84

10-A32302 道路 一般 京丹後市 直接 市町村道 修繕 130

10-A32305 道路 一般 京丹後市 直接 市町村道 修繕 (他）間人漁港線大間橋ほか22橋 橋梁補修 200

10-A32306 道路 一般 京丹後市 直接 市町村道 修繕 (他）上長橋ほか47橋 橋梁補修 180

10-A32307 道路 一般 京丹後市 直接 市町村道 計画策定 160

10-A32308 道路 一般 京丹後市 直接 市町村道 修繕 上石橋 橋梁更新 70

10-A32402 道路 一般 与謝野町 直接 市町村道 修繕 207

10-A32403 道路 一般 与謝野町 直接 市町村道 点検調査 30

10-A32404 道路 一般 与謝野町 直接 市町村道 修繕 50

10-A32501 道路 一般 伊根町 直接 市町村道 修繕 (他)向井線ほか5路線 伊根町 80

10-A32502 道路 一般 伊根町 直接 市町村道 修繕 (２)峠越山線 伊根町 35

10-A32503 道路 一般 伊根町 直接 市町村道 点検調査 (１)亀島本庄浜線ほか29路線 橋梁長寿命化修繕計画策定伊根町 25

10-A32504 道路 一般 伊根町 直接 市町村道 修繕 (他)菅野家廻り線ほか3路線 橋梁補修 4橋 伊根町 7

合計 28,326

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

10-C001 地方道 一般 長岡京市 直接 長岡京市 1

10-C002 点検調査 一般 大山崎町 直接 大山崎町 2

10-C003 計画策定 一般 城陽市 直接 城陽市 4

橋梁補修 6橋

橋梁補修 1橋

調査 市内主要幹線路面性状調査 市内1・２級路線

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 24橋

計画策定 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 30橋

(２)下堂谷線ほか17路線　堂谷橋ほか16橋 橋梁補修 17橋 与謝野町

橋梁定期点検 橋梁点検 155橋 与謝野町

(他)西外中屋線ほか18路線　中屋橋ほか25橋 橋梁補修 26橋 与謝野町

（他）市道丹波島津線 舗装修繕　2.4㎞ 京丹後市

京丹後市

京丹後市

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 点検・計画策定　874橋 京丹後市

京丹後市

断面修復 宮津市

断面修復 宮津市

橋梁定期点検 宮津市

（他）市道長岡口大野線 舗装修繕　0.64㎞ 京丹後市

白柏川向線昭和橋 断面修復 宮津市

断面修復 宮津市

断面修復 宮津市

断面修復 宮津市

福知山市

福知山市

浜垣中瀬線他１路線 舗装・側溝修繕 1.1ｋｍ 宮津市

番号

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

工種 （延長・面積等）

事業者
省略 市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

工種
事業内容



10-C004 点検調査 一般 井手町 直接 井手町 10

10-C005 計画策定 一般 和束町 直接 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 59橋 和束町 7

10-C006 点検調査 一般 精華町 直接 精華町 8

10-C007 計画策定 一般 南山城村 直接 南山城村 5

10-C008 点検調査 一般 南丹市 直接 南丹市 6

10-C009 点検調査 一般 舞鶴市 直接 舞鶴市 5

10-C010 点検調査 一般 福知山市 直接 35

10-C011 点検調査 一般 京丹後市 直接 15

10-C012 点検調査 一般 伊根町 直接 伊根町 3

10-C013 点検調査 一般 京丹後市 直接 26

10-C014 点検調査 一般 伊根町 直接 1

10-C015 点検調査 一般 京都府 直接 50

10-C016 点検調査 一般 京都府 直接 （一）八幡城陽線他 橋梁点検 50

10-C017 計画策定 一般 長岡京市 直接 舗装維持管理修繕計画策定業務 舗装修繕計画 22km 3

10-C018 点検調査 一般 宇治市 直接 9橋 宇治市 8

10-C019 点検調査 一般 八幡市 直接 八幡市 4

10-C020 点検調査 一般 八幡市 直接 橋梁安全点検調査 6橋 八幡市 4

10-C021 計画策定 一般 京田辺市 直接 2

10-C022 点検調査 一般 木津川市 直接 2

10-C023 点検調査 一般 精華町 直接 精華町 20

10-C024 地方道 一般 亀岡市 直接 舗装修繕計画策定 路面性状調査　60㎞ 亀岡市 2

10-C025 地方道 一般 亀岡市 直接 橋梁点検 橋梁点検　３橋 亀岡市 8

10-C026 点検調査 一般 綾部市 直接 13

10-C027 点検調査 一般 福知山市 直接 道路付属物点検 3

10-C028 点検調査 一般 与謝野町 直接 4

点検調査 道路照明施設点検 福知山市

点検調査 道路付属物点検 標識・照明施設等点検 与謝野町

点検調査 道路付属物点検 標識、照明施設等点検 

計画策定

調査

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 点検・計画策定　189橋 綾部市

点検調査

計画策定 舗装修繕計画策定事業 舗装修繕計画 京田辺市

点検調査 萬古不動トンネル外３基 トンネル点検　4基 木津川市

点検調査 八幡市他

舗装修繕計画 長岡京市

点検調査 菟道槇島線ほか橋梁点検業務

点検調査 市内主要幹線路面性状調査 市内1・２級路線

点検調査 舗装修繕計画策定事業 市内233路線 京丹後市

点検調査 道路付属物点検 標識・照明施設等点検 伊根町

点検調査 （国）１７８号他 トンネル点検 宮津市他

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 825橋 福知山市

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 点検・計画策定　210橋 京丹後市

点検調査 （1）亀島本庄浜線トンネル点検 トンネル点検　205ｍ

橋梁点検、計画策定 112橋

舗装修繕計画 舗装修繕計画策定事業 舗装修繕計画　53㎞

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 575橋

計画策定 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 700橋

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 79橋

計画策定



10-C029 点検調査 一般 宮津市 直接 3

10-C030 点検調査 一般 木津川市 直接 42

10-C031 計画策定 一般 南丹市 直接 南丹市 12

10-C032 点検調査 一般 南丹市 直接 南丹市 5

10-C033 点検調査 一般 京丹波町 直接 京丹波町 5

10-C034 計画策定 一般 舞鶴市 直接 舞鶴市 15

10-C035 点検調査 一般 京丹後市 直接 30

10-C036 点検調査 一般 京丹後市 直接 10

10-C037 点検調査 一般 京丹後市 直接 3

10-C038 点検調査 一般 与謝野町 直接 4

10-C039 道路 一般 舞鶴市 直接 10

合計 440

番号 備考

10-C001

10-C002

10-C003

10-C004

10-C005

10-C006

10-C007

10-C008

10-C009

10-C010

10-C011

10-C012

10-C013

10-C014

10-C015

10-C016

10-C017

10-C018

10-C019

10-C020

10-C021

10-C022

10-C023

10-C024

橋梁補修（10-A30701 土井6号線他22橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A25002 舞鶴福知山線 音無瀬橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

防災対策（10-A26005 浜詰網野線など）と併せて、京都府内のトンネルについて点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

府管理トンネルの計画的な点検を実施し、必要な修繕実施につなげることにより、橋梁や舗装の修繕と一体となって、道路構造物の的確な維持保全を推進することで安心・安全な通行環境の確保に寄与する。

橋梁補修（10-A25002 音無瀬橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A30401 菟道槇島線など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A30301 鏡田橋4号　外5橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A30401 菟道槇島線など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A30901 町道37-11号線他　片原橋他など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A31301 白栖撰原線外　通学橋他３橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A31404 池谷の道線外　やすらぎ橋他10橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A31071 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A32001 セバト小タキ線（セバト橋）他８線など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A32101 野笹１号線外　野笹西橋他２橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

点検調査 道路付属物点検 標識・照明施設等点検 与謝野町

橋梁撤去 下川原村中線　岡安橋 橋梁撤去　1橋 舞鶴市

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。
一体的に実施することにより期待される効果

京丹後市

点検調査 擁壁道路法面点検 233路線 京丹後市

点検調査 橋梁点検 3橋 京丹後市

点検調査 道路ストック点検（橋梁） 10橋

計画策定 舗装修繕計画策定事業 舗装修繕計画　L=150km

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 点検・計画策定　210橋

点検調査 橋梁長寿命化等修繕計画策定事業 ３０橋 木津川市

計画策定 舗装修繕計画策定 舗装修繕計画　L=161km

点検調査 柏木トンネル点検 トンネル点検　L=456m

点検調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 点検・計画策定　158橋 宮津市



10-C025

10-C026

10-C027

10-C028

10-C029

10-C030

10-C031

10-C032

10-C033

10-C034

10-C035

10-C036

10-C037

10-C038

10-C039

橋梁修繕（10-A32402 (他)下堂谷線他　堂谷橋他など）と併せて、道路付属物の点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修(10-A32001)ｾﾊﾞﾄ小ﾀｷ線(ｾﾊﾞﾄ橋)他８線など)と併せて、橋梁の集約化も含めた維持管理を行うことにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持管理を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A32206 中田線中田橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A31101 不動橋外9橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A31801 水戸山崎橋線山崎橋　他５７橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A32305 (他）間人漁港線大間橋ほか22橋など）と併せて、京都府の道路について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A32305 (他）間人漁港線大間橋ほか22橋など）と併せて、のり面の点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A32305 (他）間人漁港線大間橋ほか22橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（山ノ下向田線　重利橋外８橋など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁補修（10-A31901 市道浅原線（真野橋）外23橋橋梁修繕など）と併せて、橋梁について点検を計画的に進め、橋梁機能を維持することにより、橋梁の信頼性や安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

橋梁修繕（10-A32101 野笹１号線　野笹西橋など）と併せて、道路付属物の点検を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。

計画的な点検を実施し、必要な修繕につなげることで、橋梁やトンネルの修繕と一体となって安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・法面の防災対策により安心・安全な通行が確保された。

　交付対象事業の効果の発現状況 ・的確に橋梁の法定点検を行い、損傷等状況を把握し、うち一部橋梁の長寿命化対策を行ったことで、安心・安全な交通が確保された。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、防災対策や老朽化橋梁の修繕を進める。

Ⅱ定量的指標の達成状況

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

49.8%

50.3%指標①
京都府管理道路における
道路防災総点検における
要対策箇所に対する対策
済箇所の整備率（％）

指標②
京都府内各市町
村の橋梁長寿命
化計画に基づく
橋梁補修の完了
率（％）

平成29年8月に道路土工構造物点検要領が策定され、当該点検に予算を配分する必要が生じたため、目標
値を達成することが出来なかった。

最終目標値 100.00%
目標値と実績値
に差が出た要因

市町村の予算規模に対し管理橋梁数が非常に多く、点検費用に優先的な配分が行われ、修繕費の確保が困
難であったため、目標値を達成することが出来なかった。

最終実績値 12.40%

最終実績値


