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【今年度事業の概要】 

◇ コロナ禍にあっても、国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を活用し、防災・

減災基盤整備及び成長・交流・暮らしの基盤づくりを着実に推進 

◇ １４ヶ月予算として公共・単独公共事業費 ５９４億円  
  （内６７億円を令和４年６月定例会にて予算案上程予定） 

◇ 引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底しつつ、前年度と同規

模の発注量を維持し、景気の下支えに万全を期す 

 

 

１ 防災・減災基盤整備の推進  

豪雨災害等からの復旧・再度災害防止に全力で取り組むとともに、頻発・激甚化が想定され

る風水害に対し流域治水の観点から総合的な治水・土砂災害防止対策をハード・ソフト両面で

進めることにより、防災基盤の強化を図り、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流域治水の推進・防災基盤の強化  

○京都市域における浸水対策【鴨川・安祥寺川・四宮川】（京都市） 

○いろは呑龍トンネル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） 

○古川流域における浸水対策【古川・井川・名木川】（宇治市・城陽市・久御山町） 

○市街地開発予定地区の治水安全度向上【防賀川:新西浜樋門】（京田辺市） 

○学研都市開発地区の治水安全度向上【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） 

○舞鶴市の下水道事業と連携した河川改修【高野川】（舞鶴市） 

○由良川流域における浸水対策【弘法川・法川・大谷川】（福知山市） 

○度重なる台風等による浸水被害の解消【竹野川・小西川】(京丹後市) 

 

（２）ハード・ソフト一体となった土砂災害防止対策等の推進  

○府内１０３箇所で砂防・急傾斜地の土砂災害対策を推進 

・北川(京都市)、辻出川（宇治市）、門前川（和束町）大谷川支川（福知山市）ほか 

・大町谷川（南丹市）、桃ヶ谷川（宮津市）ほか ＜完了＞ 

○水位・氾濫予測システムの構築 

 

（３）防災基盤の強化  

○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） 

○災害時の道路ネットワーク確保 

国道163号【銭司～木屋】（木津川市ほか）、国道178号【里波見～長江】（宮津市）ほか 

（裏面あり） 

 



（単位：箇所、百万円、％）

公共 単独 合計 公共 単独 合計
13,232 5,734 18,966
(3,981) (2,000) (5,981)

970 1,407 2,377
(335) (0) (335)

2,793 4,207 7,000
(0) (0) (0)
65 83 148
(0) (0) (0)

1,802 1,171 2,973
(0) (0) (0)

893 407 1,300
(0) (0) (0)

595 1,149 1,744
(178) (0) (178)

5,221 100 5,321
(0) (0) (0)

1,004 4,768 5,772
(249) (0) (249)

26,575 19,026 45,601
(4,743) (2,000) (6,743)

※( )内の数字は６月補正予算上程分

当初予算計 267 604 871 26,575 19,026 45,601
26,312 18,250 44,562
101.0% 104.3% 102.3%

防災・減災、国土強靱化のた
めの５か年加速化対策（③）

176 0 176 13,832 0 13,832

１４ヶ月予算計④（①＋③） 443 604 1,047 40,407 19,026 59,433
41,482 18,250 59,732

97.4% 104.3% 99.5%

区　分
箇　所　数 事業費

令和３年度（②）
前年度比（①／②）

下水

140 156 296

249

38 154 192

1 10

前年度比（④／⑤）

通常事業　計（①）

住宅・その他

道路

街路

河川

海岸

砂防

公園

港湾

令和３年度（⑤）

12

149

16

19

33

11

47

9

102

7

7

5

139

13

142

871

8

3

267 604

２ 成長・交流・暮らしの基盤づくりを推進  

「京都のみち２０４０」に基づき、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等に取り組むとともに、日本海

側における物流・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） 

○（都）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  

○小倉西舞鶴線【白鳥工区】の整備推進（舞鶴市） 

○国道423号【法貴バイパス】の整備推進（亀岡市） 

○国道178号【木津道路】、国道312号【野中バイパス】（京丹後市）＜完了＞ 

 

（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第２バース及びⅡ期整備の推進（舞鶴市） 

○前島ふ頭旅客ターミナルの建替調査（舞鶴市） 

 

（４）通学路安全対策など地域の暮らしの基盤づくりを推進  

○令和３年度通学路合同点検による要対策箇所の安全対策の推進 

 上狛城陽線（井手町）、東掛小林線（亀岡市）、三俣綾部線（綾部市）ほか 

○府営住宅の建替え（府営住宅城南団地（城陽市）、府営住宅向日台団地（向日市）） 

○無電柱化の推進 

（都）御陵山崎線（向日市、長岡京市）、小倉西舞鶴線【倉谷工区】（舞鶴市）など 
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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・激甚化が想定され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、流域治水の観点から、河川改修等の治水対策及

び砂防施設整備等の土砂災害対策を加速する。 

 

３５２箇所 １０１億２１百万円 

 

○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） 

  ・安祥寺川・四宮川（京都市） 

  ・戦川（宇治市） 

  ・井川（宇治市） 

  ・古川（城陽市） 

  ・防賀川（京田辺市） 

  ・名木川（久御山町） 

  ・大井手川（木津川市） 

  ・煤谷川（精華町） 

  ・桂川（亀岡市） 

  ・七谷川(亀岡市) 

  ・伊佐津川（舞鶴市） 

・高野川（舞鶴市） 

  ・弘法川・法川・大谷川（福知山市） 

  ・竹野川（京丹後市） 

 

 ○土砂災害防止対策の推進 

  ・北川（京都市） 

  ・松室（京都市） 

  ・辻出川（宇治市） 

  ・門前川（和束町） 

  ・大町谷川（南丹市） 

  ・志高（舞鶴市） 

  ・大谷川支川（福知山市） 

  ・桃ヶ谷川（宮津市） 

    

 ○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 

「京都のみち２０４０」に基づき、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。 

 

３２９箇所 ２１３億４３百万円 

 

○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） 

  ・（都）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 163 号【銭司～木屋】（木津川市、和束町） 

  ・国道 178 号【里波見～長江】（宮津市） 

  ・国道 178 号【木津道路】（京丹後市） 

  ・国道 312 号【野中バイパス】（京丹後市） 

  ・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) 

  ・向島宇治線 【里尻】（宇治市） 

  ・小倉西舞鶴線【白鳥工区】（舞鶴市） 

  ・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） 

      

 ○橋梁耐震補強・老朽化対策 

  ・国道 307 号【山城大橋】（京田辺市） 

  ・綾部大江宮津線【大雲橋】（福知山市） 

    

 ○通学路交通安全対策 

  ・上狛城陽線【井手】（井手町） 

  ・東掛小林線【西条～穴太】（亀岡市） 

  ・三俣綾部線【上延】（綾部市） 

  ・内里城陽線【寺田】（城陽市） 

  

 ○原子力防災対策 

  ・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事業用地の取得を行う。 

 

１６箇所 １３億円 

 

○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）、関西文化学術研究都市記念公園（精華町） 

 

  ○多くの府民に親しまれ賑わう空間創出のための整備 

  ・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、クルーズ機

能の強化等、海の京都観光圏の基盤整備を着実に推進する。 

  また、伏見港において、「みなとオアシス」の登録を契機に、まちづくりと

連携したみなと公園の整備に取り組む。 

   

１９箇所 １７億４４百万円 

 

○日本海側拠点機能を強化する京都舞鶴港における港湾施設の整備 

    ・舞鶴国際ふ頭Ⅱ期整備（舞鶴市） 

  ・前島ふ頭旅客ターミナル建替検討（舞鶴市） 

 

 ○臨港道路の整備 

    ・和田下福井線（舞鶴市） 

 

○地域活性化に資する港湾施設の整備 

 ・伏見港（京都市） 
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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

理施設の増設や各流域での老朽化した汚水処理施設等の計画的な更新を進

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。 

 

１３箇所 ５３億２１百万円 

 

○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） 

 

○汚水処理施設等の計画的な更新 

  ・木津川上流浄化センター中央監視設備更新（精華町） 

  ・洛西浄化センター汚泥脱水設備更新（長岡京市） 

 

 

 

 防災・減災・国土強靱化のための５か年加速化対策 

（令和３年度２月補正予算） 

 

  「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」、「予防保全型イン

フラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策

を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」を柱とし、防災・減災、国土強

靱化の取組を強力に加速化、深化する。 

 

１７６箇所 １３８億３２百万円 

 



■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【331箇所】（404億7百万円）

箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト

●道路事業【180箇所】（197億55百万円）

〇地域高規格道路調査【１箇所】（23百万円）
山陰近畿自動車道 京丹後市網野町～兵庫県境 京丹後市

○道路新設改良事業【９箇所】（45億12百万円）
国道 ３０７号 城陽市市辺～奈島 城陽市 P18
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 ○ P19
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 P27
国道 ４２９号 福知山市新庄 福知山市
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 P20
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
主要地方道 宇治木屋線 宇治田原町南～和束町別所（犬打峠） 和束町
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 P22

○道路メンテナンス事業【10箇所】（28億9百万円）
国道 ３０７号 京田辺市草内大東（山城大橋） 京田辺市 P33
国道 ４７７号 南丹市八木町（大堰橋側道橋） 南丹市
主要地方道 宇治淀線 久御山町川瀬（淀大橋） 久御山町 ○
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 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
一般府道 綾部美山線 南丹市（横谷橋） 南丹市
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【31箇所】（35億28百万円）
国道 ３０７号 京田辺市甘南備台 京田辺市
国道 １６３号 笠置町有市 笠置町
国道 １６３号 銭司～木屋 木津川市 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 P26
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 １７８号 宮津市里波見～長江 宮津市 ○ P24
国道 ３１２号 京丹後市久美浜町野中（野中バイパス） 京丹後市 ○ P25
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 日吉京丹波線 南丹市日吉町志和賀 南丹市
主要地方道 綾部宮島線 南丹市美山町 南丹市
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 日吉京丹波線 京丹波町実勢 京丹波町
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 綾部大江宮津線 福知山市大江町関 福知山市
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 小浜綾部線 綾部市五津合町 綾部市
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 小倉西舞鶴線 舞鶴市森～上安（白鳥工区） 舞鶴市 P28
主要地方道 舞鶴福知山線 舞鶴市三日市 舞鶴市
主要地方道 舞鶴宮津線 宮津市皆原～惣 宮津市
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 伏見向日線 向日市森本町 向日市
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 城陽市
一般府道 山城総合運動公園城陽線 城陽市富野2工区 城陽市 ○
一般府道 小坂青垣線 福知山市夜久野町井田 福知山市
都市計画道路 宇治田原山手線 宇治田原町南 宇治田原町 ○

○民生安定事業【５箇所】（11 億38 百万円）
国道 １７８号 京丹後市丹後町袖志 京丹後市
国道 １７８号 伊根町蒲入（カマヤ工区） 伊根町
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
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
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

○原子力災害時避難路整備事業【４箇所】（3億37百万円】
主要地方道 舞鶴野原港高浜線 他 舞鶴市大浦半島 舞鶴市
一般府道 上杉和知線 他 綾部市上林 綾部市
一般府道 名田庄綾部線 綾部市奥上林地区 綾部市
一般府道 上延利線 他 宮津市養老地区 宮津市

路線、施設名等

P21

P29
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箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト路線、施設名等

○防災補修事業【72箇所】【29億41百万円）
国道 ３０７号 大福隧道 宇治田原町 ○ ○
国道 １６３号 上狛～有市 木津川市
国道 １６３号 湾漂山TN 木津川市 ○
国道 １６２号 盛郷 南丹市
国道 １６２号 盛郷 南丹市
国道 １７６号 長尾 福知山市
国道 １７５号 金屋TN 福知山市 ○
国道 １７５号 地頭TN 舞鶴市 ○ ○
国道 １７５号 志高～上東 舞鶴市
国道 １７８号 和江 舞鶴市
国道 １７３号 須知山TN 綾部市 ○
国道 １７３号 野田町須知山～寺町 綾部市
国道 １７８号 岩ヶ鼻TN 宮津市 ○ ○
国道 １７８号 大島TN 宮津市 ○ ○
国道 １７８号 由良～脇 宮津市 ○
国道 １７８号 平～掛津 京丹後市
国道 １７８号 新間人TN 京丹後市 ○
国道 ３１２号 坂井～栃谷 京丹後市 ○
国道 ３１２号 比治山TN 京丹後市 ○
国道 ３１２号 水戸谷TN 京丹後市 ○
国道 １７８号 大島～本庄上 伊根町
国道 １７８号 蒲入～袖志 伊根町
国道 １７６号 滝～与謝 与謝野町
主要地方道 伏見柳谷高槻線 開田 長岡京市
主要地方道 伏見柳谷高槻線 奥海印寺～大沢 長岡京市
主要地方道 大山崎大枝線 下海印寺～天神 長岡京市
主要地方道 宇治淀線 宇治里尻～宇治妙楽 宇治市
主要地方道 大津南郷宇治線 禅定寺～槙島 宇治田原町
主要地方道 木津信楽線 原山～湯船 和束町
主要地方道 木津信楽線 井平尾～長井 和束町 ○
主要地方道 生駒精華線 精華共同溝 精華町
主要地方道 上野南山城線 南大河原～高尾 南山城村
主要地方道 枚方亀岡線 古世町～上矢田町 亀岡市
主要地方道 綾部宮島線 上司～長瀬 南丹市 ○
主要地方道 園部平屋線 田原～四ツ谷 南丹市
主要地方道 綾部宮島線 大野TN 南丹市 ○
主要地方道 園部平屋線 神楽坂TN 南丹市 ○
主要地方道 園部平屋線 船岡TN 南丹市 ○
主要地方道 京都広河原美山線 佐々里～田歌 南丹市
主要地方道 園部能勢線 竹井～天引 南丹市
主要地方道 京都広河原美山線 田歌～佐々里 南丹市
主要地方道 福知山停車場線 内記 福知山市 ○
主要地方道 舞鶴福知山線 内記～堀 福知山市 ○
主要地方道 市島和知線 大原 福知山市 ○
主要地方道 山東大江線 天田内～天座 福知山市 ○
主要地方道 但東夜久野線 夜久野町板生 福知山市 ○
主要地方道 小倉西舞鶴線 祖母谷TN 舞鶴市 ○
主要地方道 舞鶴宮津線 小倉TN 舞鶴市 ○
主要地方道 舞鶴野原港高浜線 新大波TN 舞鶴市 ○
主要地方道 舞鶴和知線 管坂北TN 舞鶴市 ○
主要地方道 小倉西舞鶴線 白鳥隧道 舞鶴市 ○ ○
主要地方道 舞鶴野原港高浜線 溝尻～平 舞鶴市 ○
主要地方道 小浜綾部線 老富町～旭町 綾部市 ○
主要地方道 綾部大江宮津線 小田 宮津市
主要地方道 弥栄本庄線 野村 伊根町 ○
主要地方道 香美久美浜線 須知～兵庫県境 京丹後市
一般府道 二尾木幡線 北山～炭山 宇治市
一般府道 二尾木幡線 二尾～木幡 宇治市 ○
一般府道 和束井手線 上井手～田村新田 井手町
一般府道 由良金ヶ岬上福井線 大君TN 舞鶴市 ○
一般府道 田井中田線 田井～栃尾 舞鶴市
一般府道 広野綾部線 並松町 綾部市
一般府道 小西西坂線 新庄 綾部市 ○
一般府道 天の橋立線 文珠 宮津市 ○
一般府道 大宮岩滝線 左坂TN 京丹後市 ○
一般府道 間人港線 間人隧道 京丹後市 ○
一般府道 大宮岩滝線 大内～中山 京丹後市
一般府道 浜詰網野線 塩江～浅川 京丹後市
一般府道 久美浜気比線 湊宮～蒲井 京丹後市
一般府道 岡田浦明線 日和田～関 京丹後市
一般府道 鱒留但東線 鱒留 京丹後市
一般府道 大宮岩滝線 大宮町森本～周枳 京丹後市 ○

P32
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箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト路線、施設名等

○交通安全事業【41箇所】（36億27百万円）
国道 ４７７号 亀岡市本梅町東加舎 亀岡市
国道 ３７２号 亀岡市加塚 亀岡市 ○
国道 １７５号 福知山市大江町河守 福知山市
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 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（川田道～渋川工区） 井手町
主要地方道 上狛城陽線 井手町井手（玉水駅北工区） 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 園部能勢線 南丹市園部町竹井 南丹市
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 舞鶴福知山線 福知山市二箇 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 舞鶴野原港高浜線 舞鶴市市場 舞鶴市 ○
主要地方道 綾部大江宮津線 綾部市西坂町 綾部市 ○
主要地方道 福知山綾部線 綾部市高津町 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 志水西向日停車場線 向日市堂ノ前 向日市 ○
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 和束井手線 井手町井手（無電柱化） 井手町
一般府道 天王亀岡線 亀岡市本梅町西加舎 亀岡市
一般府道 東掛小林線 亀岡市曽我部町西条～穴太 亀岡市 ○ P34
一般府道 東掛小林線 亀岡市東別院町東掛 亀岡市 ○
一般府道 柚原向日線 亀岡市西別院町柚原 亀岡市 ○
一般府道 富田胡麻停車場線 南丹市日吉町上胡麻 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 余部下舞鶴港線 舞鶴市余部下～長浜 舞鶴市
一般府道 物部西舞鶴線 舞鶴市上福井 舞鶴市
一般府道 三俣綾部線 綾部市上延町 綾部市 ○ P34
一般府道 安場田野線 綾部市安場町 綾部市 ○
一般府道 綾部大江線 綾部市向田町 綾部市 ○
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 ○
自転車走行環境整備 長岡京市自転車活用推進計画 長岡京市
自転車走行環境整備 田井大垣自転車道線他 宮津市

管内一円 管内一円 P34

○広域連携事業【７箇所】（8億40百万円）
国道 １７８号 京丹後市網野町小浜 京丹後市 ○
国道 １７８号 京丹後市網野町木津～久美浜町箱石（木津道路） 京丹後市 ○
主要地方道 木津信楽線 湯船工区（舗装修繕） 和束町
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
一般府道 和束井手線 井手工区（舗装修繕） 井手町
一般府道 和束井手線 白栖工区（部分改良） 和束町
一般府道 上野南山城線 高尾工区（舗装修繕） 南山城村

●街路事業【９箇所】（13億12百万円）

○街路事業【９箇所】（13億12百万円）
都市計画道路 御陵山崎線（A工区） 向日市寺戸町 向日市
都市計画道路 御陵山崎線（B工区） 向日市寺戸町 向日市
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 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 宇治田原山手線 宇治田原町岩山～立川 宇治田原町 ○ P19
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 P31
都市計画道路 福知山綾部線（土工区） 福知山市土 福知山市
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

P30

P34

通学路合同点検
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箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト路線、施設名等

●河川事業【48箇所】（71億2百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【１箇所】（7億円30百万円）
鴨川 京都市南区、伏見区 京都市 P1

○特定洪水対策等推進事業【８箇所】（17億46百万円）
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 ○ P5
七谷川 亀岡市河原林町 亀岡市
法川 福知山市堀 福知山市 P9
大谷川（由良） 福知山市前田～石原 福知山市
高野川 舞鶴市松陰～引土 舞鶴市 P8
小西川 京丹後市峰山町 京丹後市 P10
西羽束師川 京都市伏見区 京都市

○広域河川改修事業【22箇所】（24億98百万円）
安祥寺川 京都市山科区 京都市 ○ P2
桂川（上） 京都市右京区 京都市
古川 城陽市寺田 城陽市
井川 宇治市伊勢田 宇治市
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(防賀川新西浜樋門) 京田辺市西浜 京田辺市 P4
名木川 久御山町栄 久御山町 ○ P3
大谷川 八幡市内里～京田辺市内里 八幡市、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 P6
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 P8
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 P10

○総合流域防災事業（統合河川整備事業）【13箇所】（13億38百万円）
四宮川 京都市山科区 京都市
弥陀次郎川 宇治市五ヶ庄 宇治市
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 ○ P5
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
法川 福知山市篠尾新町、堀 福知山市
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】（3億円20百万円）
煤谷川 精華町菱田 精華町

○統合河川環境整備事業【１箇所】（30百万円）
野田川 与謝野町加悦 与謝野町

○堰堤改良事業【２箇所】（4億40百万円）
大野ダム 南丹市美山町 南丹市
畑川ダム 京丹波町下山 京丹波町

●海岸事業【1箇所】（1億25百万円）

○高潮対策事業【1箇所】（1億25百万円）
神崎海岸 舞鶴市神崎 舞鶴市

P3

P9
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箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト路線、施設名等

●砂防事業【61箇所】（36億58百万円）

○通常砂防事業【40箇所】（19億15百万円）
草生川 京都市左京区大原 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 P11
炭山谷川 宇治市炭山 宇治市
門前川 和束町門前 和束町 P14
大町谷川 南丹市日吉町田原 南丹市 ○ P15
篠原西一谷川 京丹波町篠原 京丹波町
谷山川 南丹市日吉町中世木 南丹市
上北谷川 福知山市一ノ宮 福知山市
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
菖蒲谷川 南丹市園部町殿谷 南丹市
塩谷一谷川 京丹波町塩谷 京丹波町 ○
西谷川 南丹市美山町三埜 南丹市 ○
天台川 舞鶴市天台 舞鶴市
白滝川 舞鶴市白滝 舞鶴市
大谷川支川 福知山市石原 福知山市 P17
西ノ谷川 福知山市夜久野町畑 福知山市
正後寺川 福知山市正後寺 福知山市 ○
目黒谷川 京丹後市丹後町間人 京丹後市
蛙ヶ谷川 京都市北区西賀茂 京都市
中ノ谷川 宇治田原町湯屋谷 宇治田原町
辻出川 宇治市西笠取黒出原 宇治市 ○ P13
大谷川 宇治市莵道 宇治市 ○
切林谷川 宇治田原町南 宇治田原町 ○
桜峠谷川 木津川市山城町神童子 木津川市
谷田川 和束町釜塚 和束町 ○
上乙見川 京丹波町上乙見 京丹波町
閉亀川 亀岡市畑野町広野 亀岡市
中谷川 亀岡市千歳 亀岡市 ○
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
瀬崎川 舞鶴市瀬崎 舞鶴市
大呂川支渓 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
谷河川 福知山市大江町公庄 福知山市
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
真名井川 宮津市府中 宮津市 ○

○地すべり対策事業【２箇所】（1億45百万円）
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【14箇所】（6億50百万円）
松室 京都市西京区松室山添町 京都市 P12
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
小西町 綾部市小西町 綾部市
志高 舞鶴市志高 舞鶴市 P16
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
三河Ⅱ 福知山市大江町三河 福知山市
小田宿野 宮津市小田宿野 宮津市
本庄上Ⅱ 伊根町本庄上 伊根町
小坪 伊根町日出 伊根町
谷内 京丹後市大宮町谷内 京丹後市

○砂防メンテナンス事業等【５箇所】(9億48百万円）
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 京都市
津の本谷川 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 ○
奥山田川 宇治田原町奥山田 宇治田原町
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箇所 市町村名 着手
完了

（供用）
イラスト路線、施設名等

●公園事業【９箇所】（9億46百万円）

○千年の都・鴨川清流事業【１箇所】（75百万円）
鴨川公園 京都市左京区 京都市 P35

○公共都市公園施設整備事業【７箇所】（8億21百万円）
鴨川公園 京都市上京区、北区 京都市
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 P37
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 P36
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 長岡京市 ○ ○

○広域連携事業【1箇所】（50百万円）
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 P36

●港湾事業【12箇所】（7億15百万円）

○伏見港整備事業【１箇所】（90百万円）
伏見港 伏見みなと公園 京都市 P39

○日本海側拠点機能推進事業【７箇所】(5億87百万円)
京都舞鶴港 舞鶴港臨港道路和田下福井線 舞鶴市 P38
京都舞鶴港 舞鶴港 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港第４ふ頭 舞鶴市
京都舞鶴港 白杉地区　防波堤 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港舞鶴港駅物揚場 舞鶴市
京都舞鶴港 舞鶴港第２ふ頭 舞鶴市 ○
京都舞鶴港 舞鶴港東港地区浮島物揚場 舞鶴市 ○
京都舞鶴港 舞鶴港前島ふ頭 舞鶴市 ○ P38

○宮津港海岸環境整備事業【３箇所】（38百万円）
宮津港 宮津港獅子崎地区 宮津市 ○
宮津港 天橋立サンドバイパス 宮津市
宮津港 文珠水路　護岸 宮津市

●住宅事業【３箇所】（10億4百万円）

○社会資本整備総合交付金事業【３箇所】（10億4百万円）
府営住宅向日台団地 向日市寺戸町、向日町　他 向日市 P42
府営住宅芥子谷団地 舞鶴市字行永 舞鶴市
府営住宅城南団地 城陽市寺田林ノ口、寺田深谷、寺田宮ノ谷 城陽市 ○ P43

●流域下水道事業【8箇所】（57億90百万円）

○流域下水道事業【8箇所】（57億90百万円）
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 京都市他 P40
桂川右岸流域（改築） 洛西浄化センター 京都市他
木津川流域（改築） 洛南浄化センター 八幡市
木津川流域（増設） 洛南浄化センター 八幡市 P41
木津川上流流域（改築） 木津川上流浄化センター 精華町
木津川上流流域（増設） 木津川上流浄化センター 精華町
宮津湾流域（改築） 宮津湾浄化センター・宮津幹線 宮津市
宮津湾流域（増設） 加悦谷第一幹線 宮津市
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