
■主要公共事業実施予定地区一覧表

府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

梅谷 実施設計（ため池改修） 木津川市 ○

梅谷新池１号 実施設計（ため池廃止） 木津川市 ○

昭和池 補給水施設改修 亀岡市

段ノ池 ため池改修 亀岡市 ○

廻り池 ため池改修 亀岡市･南丹市

大保池 ため池改修 南丹市

奥池（池ノ内） 実施設計（ため池改修） 南丹市 ○

口人 ため池改修 南丹市

大内山田奥池 ため池改修 福知山市 ○

福知山（その２） 残土処分（ため池改修） 福知山市 ○

小代呂池 ため池改修 綾部市

菅 ため池改修 京丹後市

京都９期 地震･豪雨耐性評価（約３０池） 府内 ○

下三栖 用水樋門撤去 京都市 ○

洛北 樋門遠隔操作設備 京都市 ○

京都市４期 水位センサー設置 京都市 ○

芦原池 実施計画策定（ため池改修） 長岡京市 ○

京田辺２ ハザードマップ作成 京田辺市 ○

木津川市１ ため池調査 木津川市 ○

宇治田原１ ハザードマップ作成 宇治田原町 ○

精華１期 ため池観測機器設置 精華町 ○

岩ヶ谷池 実施計画策定（ため池廃止） 亀岡市 ○

亀岡３期 ハザードマップ作成 亀岡市 ○

南丹３期 ハザードマップ作成 南丹市 ○

京丹波５期 ハザードマップ作成 京丹波町 ○

中台殿池 実施計画策定（ため池廃止） 京丹波町 ○

川北奥池 実施計画策定（ため池改修） 福知山市 ○

アワジ池 ため池廃止 舞鶴市 ○

田中池 実施計画策定（ため池廃止） 舞鶴市 ○

宮谷池（溝尻） 実施計画策定（ため池廃止） 舞鶴市 ○

京丹後市３ ハザードマップ作成 京丹後市 ○

上山田・岩滝 ため池廃止 与謝野町 ○

京都７期 ため池保全管理活動 府内

京都８期 ため池保全管理活動 府内

京都１０期（京都市） 劣化状況評価 京都市 ○

京都１０期（向日市） 劣化状況評価 向日市 ○

京都１０期（長岡京市） 劣化状況評価 長岡京市 ○

京都１０期（八幡市） 劣化状況評価 八幡市 ○

京都１０期（木津川市） 劣化状況評価 木津川市 ○

京都１０期（井手町） 劣化状況評価 井手町 ○

京都１０期（宇治田原町） 劣化状況評価 宇治田原町 ○

京都１０期（南山城村） 劣化状況評価 南山城村 ○

京都１０期（亀岡市） 劣化状況評価 亀岡市 ○

京都１０期（南丹市） 劣化状況評価 南丹市 ○

京都１０期（京丹波町） 劣化状況評価 京丹波町 ○

京都１０期（福知山市） 劣化状況評価 福知山市 ○

京都１０期（綾部市） 劣化状況評価 綾部市 ○

京都１０期（宮津市） 劣化状況評価 宮津市 ○

京都１０期（京丹後市） 劣化状況評価 京丹後市 ○

京都１０期（伊根町） 劣化状況評価 伊根町 ○

京都１０期（与謝野町） 劣化状況評価 与謝野町 ○

●総計【159地区】（２年度補正：22億19百万円＋３年度当初：46億45百万円 → 68億64百万円）

（１）農業用ため池の地震･豪雨耐性評価と改修による防災･減災対策

【107地区】（補正18億37百万円＋当初29億38百万円 → 47億75百万円）

１　しなやかで災害に強い地域づくり１　しなやかで災害に強い地域づくり１　しなやかで災害に強い地域づくり１　しなやかで災害に強い地域づくり

【51地区】（補正2億74百万円＋当初6億48百万円→ 9億22百万円）

府　営

団体営



府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

左京区鞍馬本町（その１） 山腹工 京都市

左京区鞍馬本町（その２） 山腹工 京都市 ○

左京区静市静原町 山腹工 京都市 ○

右京区京北大野町升水 山腹工 京都市 ○

南 治山ダム工、森林整備 宇治田原町

岩山 治山ダム工 宇治田原町 ○

曽我部町南条 治山ダム工 亀岡市 ○

本梅町中野岩ノ原 治山ダム工 亀岡市 ○

本梅町平松西山 治山ダム工 亀岡市 ○

東本梅町大内大谷山 治山ダム工 亀岡市 ○

宮前町猪倉 治山ダム工、山腹工 亀岡市

宮前町神前 治山ダム工 亀岡市 ○

八木町氷所 治山ダム工 南丹市 ○

堀森垣(その３) 治山ダム工 福知山市 ○

堀荒木(その１) 治山ダム工、山腹工 福知山市

堀荒木(その２) 治山ダム工 福知山市 ○

観音寺 治山ダム工 福知山市 ○

上福井 山腹工 舞鶴市 ○

三日市 治山ダム工 舞鶴市 ○

大川 治山ダム工 舞鶴市 ○

篠田町 治山ダム工 綾部市 ○

大宮町谷内（崇山） 治山ダム工、森林整備 京丹後市 ○

大宮町森本 治山ダム工 京丹後市 ○

久美浜町金谷 治山ダム工 京丹後市 ○

丹後町袖志 治山ダム工 京丹後市 ○

上山田（薬師谷） 治山ダム工 与謝野町 ○

加悦奥（駒田） 治山ダム工 与謝野町 ○

加悦 治山ダム工 与謝野町 ○

下山田（庄谷） 治山ダム工 与謝野町 ○

府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

左京区大原小出石町（美谷） 森林整備 京都市 ○

日吉町畑郷滝ヶ谷 森林整備 南丹市 ○

美山町三埜 森林整備 南丹市 ○

須知小滝 森林整備 京丹波町 ○

川北 森林整備 福知山市 ○

夜久野町直見 森林整備 福知山市 ○

団体営 府内（17市町村） 間伐等 17市町村

府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

竜宮浜漁港海岸 離岸堤 舞鶴市

栗田漁港海岸 離岸堤 宮津市

 伊根漁港海岸（高梨） 護岸測量 伊根町 ○

 伊根漁港海岸（平田） 護岸工 伊根町 ○

府　営

府　営

　　　【23地区】（補正6億55百万円＋当初12億10百万円 → 18億65百万円）

（４）漁港海岸の整備改修による災害防止

団体営

（２）治山施設の設置による山地災害からの復旧と治山対策

（３）森林整備による災害に強い森づくり

　　　【29地区】（補正9億08百万円＋当初8億20百万円 → 17億28百万円）

【4地区】（補正なし＋当初2億60百万円 → 2億60百万円）



府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

湯屋谷 茶園造成 宇治田原町 ○

神地 実施計画策定（ほ場整備） 亀岡市 ○

川北 ほ場整備（排水路工） 福知山市

朝来中 ほ場整備（区画整理工） 舞鶴市

蒲江・油江 実施計画策定（ほ場整備） 舞鶴市 ○

泉源寺 実施計画策定（ほ場整備） 舞鶴市 ○

下位田 ほ場整備（区画整理工） 綾部市

上宇川 ほ場整備（区画整理工） 京丹後市

丹後国営Ⅰ期８ 土層改良 １式、暗渠排水工 １式 京丹後市 ○

平田 ほ場整備（区画整理工） 京丹後市

女布 ほ場整備（暗渠排水工） 京丹後市

東Ⅱ期 暗渠排水工 京田辺市 ○

鹿背山取水 パイプライン・水管理施設 木津川市

神地 換地計画策定 亀岡市 ○

諸畑 地下水位制御システム 南丹市 ○

三俣Ⅱ期 暗渠排水工 福知山市 ○

泉源寺 換地計画策定 舞鶴市 ○

佐野甲 頭首工堰体更新 京丹後市 ○

竹野沖田 取水施設更新 京丹後市 ○

石川下地 頭首工堰体更新 与謝野町

府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

吹前揚水機場２期 ポンプ整備・電動機更新

京都市,宇治市,

久御山町

○

川口 揚水機場改修 八幡市 ○

田辺排水機場 排水機場改修 京田辺市

木津用水 取水ゲート設備改修 木津川市 ○

豊富用水路 用水路補修 福知山市

洛西 分水ゲート改修 京都市 ○

巨椋池 管理費

京都市,宇治市,

久御山町

綴喜西部２ 水利施設(樋門)改修 京田辺市 ○

綴喜西部３ ポンプ更新 京田辺市 ○

木津揚水機場Ⅰ 実施計画策定 木津川市 ○

南丹 農道点検診断 南丹市 ○

京丹波 農道点検診断 京丹波町 ○

府内一円 維持管理補修費 府内一円

府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

 八丁線（9号橋） 橋梁改良 京都市 ○

 八丁線（10号橋） 橋梁改良 京都市 ○

 八丁線（10-2号橋） 橋梁改良 京都市 ○

大峰線 林道改良 宇治田原町 ○

森谷線 林道保全整備 亀岡市 ○

積谷線 他３路線 点検診断 南丹市 ○

月ヒラ長老線 林道開設 京丹波町

大江山線 林道改良 福知山市

君尾線 林道改良 綾部市

団体営

団体営

【9地区】（補正なし＋当初1億42百万円→1億42百万円）

（３）収益性の高い林業経営を実現するための林道整備

府　営

２　農林水産業の成長産業化を支える基盤づくり２　農林水産業の成長産業化を支える基盤づくり２　農林水産業の成長産業化を支える基盤づくり２　農林水産業の成長産業化を支える基盤づくり

 【52地区】（補正3億82百万円＋当初17億07百万円 → 20億89百万円）

【13地区】（補正82百万円＋当初4億09百万円→4億91百万円）

【20地区】（補正2億80百万円＋当初8億03百万円→10億83百万円）

（２）排水能力の向上や老朽化の進む水利施設等の機能保全のための整備

（１）高収益作物への転換や担い手への農地集積を促進する基盤整備

団体営

府　営



府営・団体営 地区名 事業内容 市町村 新規 完了

舞鶴漁港 浚渫工事 舞鶴市

中浜漁港 浚渫工事、防波堤測量設計 京丹後市

舞鶴 集落排水施設 舞鶴市 ○

舞鶴市 漁業集落排水事業推進交付金 舞鶴市

京丹後 浚渫工事 京丹後市

伊根 岸壁工、防波堤 伊根町

伊根 飲雑用水施設 伊根町

伊根 集落排水施設 伊根町

伊根 防砂堤 伊根町

伊根 漁業集落排水事業推進交付金 伊根町 ○

団体営

【10地区】（補正20百万円＋当初3億53百万円 → 3億73百万円）

府　営

（４）老朽化の進む漁港・海岸保全施設等の機能保全のための整備


