
                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２
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（施設所管所属）

備　　考

9 21.5.8 京丹後市弥栄町堤 信号機
R482堤地内府営住宅付近に押しボタン式
信号機を設置

受理 峰山総務室
京丹後警察署（警察
本部交通規制課）

10 21.5.8 京丹後市弥栄町堤 信号機 同上 受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

11 21.5.11 宮津市岩ヶ鼻 道路
R178犀川橋～養老中学間の国道の道路
補修

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

12 21.5.11 宮津市宮村 信号機
府道宮津大江線宮村地内交差点に押し
ボタン式信号機を設置

受理 宮津警察署 警察本部交通規制課

13 21.5.12 宮津市脇 河川 大雲川河口の流出した導流堤を復旧 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

14 21.5.12 宮津市鶴賀他 道路 R178鶴賀～獅子崎間に街灯を設置 受理 総合案内相談コーナー 丹後土木事務所

15 21.5.15 宮津市日ｹ谷 道路
府道岩ヶ鼻須川線日ヶ谷地内の道路補
修等

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

16 21.5.15 宮津市日ｹ谷 道路
府道下世屋本庄線日ヶ谷地内の道路補
修等

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

17 21.5.20 京丹後市久美浜町甲山 河川
川上谷川消防署久美浜分署下流の河川
堤防の補強

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

18 21.5.20 京丹後市久美浜町甲山 道路
R178消防久美浜分署前の橋脚と道路面
の段差を解消

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局
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19 21.5.20 京丹後市久美浜町甲山 道路
R178と旧道取合い部分の歩道に自転車
止を設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

20 21.5.20 京丹後市久美浜町甲山 横断歩道
R178のかぶと山橋と市道との交差点に横
断歩道を設置

受理 峰山総務室
京丹後警察署（警察
本部交通規制課）

21 21.5.14 宮津市新宮 道路 府道新宮中村線新宮地内の道路補修 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

22 21.5.14 宮津市新宮 河川 大雲川新宮地内の土砂撤去 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

23 21.5.20 宮津市島陰 道路
府道栗田半島線越浜地内の道路側溝整
備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

24 21.5.20 京丹後市久美浜町大井 道路
府道野中丹後神野停車場線大井地内の
道路補修

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

25 21.5.25 宮津市日ｹ谷 道路
府道岩ヶ鼻須川線日ヶ谷地内の道路補
修

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

26 21.5.25 宮津市田井 道路 府道栗田半島線田井地内の道路補修 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

27 21.5.25 京丹後市峰山町矢田 道路 府道掛津峰山線矢田地内の道路拡幅 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

28 21.5.25 京丹後市峰山町鱒留 道路
府道鱒留但東線鱒留地内の道路側溝整
備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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29 21.5.25 京丹後市大宮町新宮 道路 府道上延利線丸山橋付近の仮舗装 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

30 21.5.25 京丹後市丹後町上野 その他 高嶋オートキャンプ場内のトイレを整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

31 21.5.25 京丹後市網野町網野 道路
府道浜詰網野線水之江地内の道路側溝
整備他

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

32 21.5.25 京丹後市丹後町上山 道路
府道久僧伊根線上山～三叉路までの法
面を整備他

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

33 21.5.27 宮津市上司 道路
R178五輪堂～市道交差点までの間に
ガードレール等を設置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

34 21.5.27 京丹後市峰山町五箇 道路 R312五箇地内の視線誘導標を設置 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

35 21.5.27 京丹後市峰山町五箇 道路 R312五箇地内の道路側溝整備 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

36 21.5.27 京丹後市峰山町五箇 河川 鱒留川五箇地内の浚渫 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

37 21.5.27 宮津市大島 道路
R178大島地内の道路海側に波返しを新
設

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

38 21.5.27 宮津市大島 道路
R178新設の影響により流れが悪化した大
島地内の水路を整備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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39 21.5.27 伊根町蒲入 道路 府道本庄港線蒲入地内の道路側溝整備 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

40 21.5.29 宮津市皆原他 河川 神子川の惣～皆原地内間の浚渫 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

41 21.5.29 宮津市皆原他 道路 府道舞鶴宮津線惣～皆原間の舗装修繕 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

42 21.5.29 宮津市須津 道路 R176須津地内の舗装修繕 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

43 21.5.29 宮津市須津他 道路
府道自転車道文珠～須津間の道路舗装
修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

44 21.5.29 宮津市長江
そ の 他
(構造物）

長江地内地滑り対策事業の排水設備修
繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

45 21.5.29 宮津市長江 河川 小犀川河口の石積みを修復 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

46 21.5.29 宮津市長江
そ の 他
(構造物）

長江地内家屋裏の創造物（擁壁）を修繕 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

47 21.5.29 宮津市小田 道路
府道綾部大江宮津線普甲峠～福知山市
境間の舗装修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

48 21.5.29 宮津市日置 道路 R178日置地内孫谷川橋梁の架替え 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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49 21.5.29 宮津市日置他 道路 R178の江尻～日置間の道路舗装修繕 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

50 21.5.29 宮津市上司 道路 R178上司地内の歩道、街灯を設置 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

51 21.5.29 与謝野町石川 道路
R176と府道との交差点(下地地域)の歩道
整備

受理 総合案内相談コーナー 丹後土木事務所

52 21.5.26 京丹後市弥栄町堤 信号機
R482堤地内府営住宅付近に押しボタン式
信号機を設置

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

53 21.5.27 宮津市中野 標識灯 R178府中小学校付近の標識灯を移設 受理 宮津警察署 警察本部交通規制課

54 21.5.29 宮津市上司 信号機等
R178上司地内交差点に信号機、横断歩
道を新設

受理 宮津警察署 警察本部交通規制課

55 21.6.1 与謝野町石川 道路 R176石川地内道路側溝の浚渫、整備 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

56 21.6.1 与謝野町岩屋 道路
府道宮津養父線山崎ガス商会前交差点
の道路照明を改善

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

57 21.6.1 与謝野町岩滝 道路
R178与謝野町役場～岩滝交番間の道路
舗装修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

58 21.6.1 与謝野町岩滝 道路
府道弓木岩滝線西光寺～商工会館間の
道路舗装修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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59 21.6.1 与謝野町岩滝 道路
R178岩滝地内高橋商店前道路側溝の整
備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

60 21.6.1 与謝野町男山 道路
府道網野岩滝線男山地内の道路舗装修
繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

61 21.6.1 与謝野町男山 道路 R178男山橋側通橋欄干の取替え 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

62 21.6.1 与謝野町滝 道路
府道加悦但東線与謝浄水場付近道路法
面の落石防止措置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

63 21.6.1 与謝野町四辻 道路
府道宮津養父線四辻中交差点～四辻交
差点間の道路舗装修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

64 21.6.1 与謝野町四辻 道路
府道宮津養父線四辻中交差点、四辻交
差点の道路照明新設、取替え

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

65 21.6.1 与謝野町香河 道路
府道宮津野田川線日晩寺集会所前の法
面崩落防止措置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

66 21.6.1 与謝野町弓木 道路
府道弓木岩滝線弓木地内大内バス停付
近の道路横断暗渠を改良

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

67 21.6.1 与謝野町幾地 道路
府道野田川加悦線幾地地内の道路側溝
整備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

68 21.6.1 与謝野町幾地 道路
府道野田川大宮線幾地地内の道路舗装
修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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69 21.6.1 与謝野町加悦 道路
府道温江加悦線与謝野町加悦庁舎横の
道路側溝転落防止措置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

70 21.6.1 与謝野町下山田 道路
府道宮津養父線下山田地内の道路舗装
修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

71 21.6.2 京丹後市久美浜町須田 道路
府道永留豊岡線須田地内湯舟坂古墳ま
での道路沿いにｶｰﾌﾞﾐﾗｰを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

72 21.6.2 京丹後市久美浜町須田 道路
府道永留豊岡線須田地内の道路舗装修
繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

73 21.6.2 京丹後市久美浜町須田 道路
府道永留豊岡線須田地内道路法面の崩
落対策措置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

74 21.6.2 京丹後市久美浜町佐野 道路 R312佐野甲地内道路壁の防護柵設置 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

75 21.6.2 京丹後市久美浜町佐野 道路
R312佐野甲地内河川沿い道路法面の浸
食対策措置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

76 21.6.2 京丹後市峰山町杉谷 河川 小西川の峰山橋から上流域の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

77 21.6.2 京丹後市久美浜町佐野 道路 R312新佐野橋の歩道橋新設 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

78 21.6.2 京丹後市弥栄町黒部 道路 R482奈具川橋付近の段差解消舗装改良 受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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79 21.6.2 京丹後市弥栄町黒部 道路
府道井辺平線黒部地内山瑞川沿いの道
路にガードレールを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

80 21.6.2 京丹後市久美浜町河梨 河川 河梨川河梨地内の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

81 21.6.2 京丹後市峰山町泉 道路
府道網野峰山線㈱峰山メッキ横の道路側
溝修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

82 21.6.2 京丹後市峰山町長岡 道路
府道網野峰山線長岡地内の道路側溝の
土砂撤去

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

83 21.6.2 京丹後市久美浜町栄町
道路

横断歩道
R178ﾚｽﾄﾗﾝくみはま～ｽｰﾊﾟｰにしがき間
の歩道及び横断歩道の新設

受理 京丹後警察署
警察本部交通規制課
丹後土木事務所

84 21.6.2 京丹後市峰山町新町 信号機等
R312と市道大ボエ・古川線交差点に信号
機及び横断歩道を設置

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

85 21.6.2 京丹後市峰山町丹波 信号機
R482と府道掛津峰山線交差点の信号機
を改善

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

86 21.6.3 宮津市須津他 道路
R178の須津大橋～石川京洋ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ
間の道路舗装修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

87 21.6.4 与謝野町男山 道路
府道網野岩滝線岩滝化学付近の道路舗
装修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

88 21.6.4 与謝野町後野 河川
野田川の府営住宅後野団地付近、出合
橋上流の転落防止柵設置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

89 21.6.5 宮津市万年他 道路
府道宮津養父線万年～文殊間の歩道拡
幅、舗装修繕、樹木剪定

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

90 21.6.5 与謝野町滝 道路
府道加悦但東線滝地内鎌倉神社付近他
の道路舗装修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

91 21.6.5 与謝野町滝 道路
府道加悦但東線の不燃物処理場上付近
のカーブ見通しの改善

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

92 21.6.5 与謝野町滝 道路
府道加悦但東線不燃物処理場上側付近
の道路横断管を整備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

93 21.6.5 与謝野町香河 道路
府道宮津野田川線日晩寺地内の道路側
溝整備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

94 21.6.3 宮津市鶴賀 道路
府道宮津停車場線等宮津駅周辺に光る
点字ブロックを設置

受理 総合案内相談コーナー 丹後土木事務所

95 21.6.2 与謝野町幾地 信号機
府道野田川大宮線幾地地内交差点に歩
行者用信号機を新設

受理 宮津警察署 警察本部交通規制課

96 21.6.5 与謝野町明石 信号機
R176と町道庄ケ崎線大代線の交差点に
信号機を設置

受理 宮津警察署 警察本部交通規制課

97 21.6.5 宮津市小田宿野 その他 　 宮津市立海洋つり場の施設改善 不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

98 21.6.5 宮津市鶴賀他 その他 　
ＫＴＲ宮津駅・天橋立駅内にエレベーター
を設置他

不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

99 21.6.5 宮津市鶴賀 その他 　 ＫＴＲ宮津駅内観光案内所の改善 不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

100 21.6.5 宮津市中ノ丁 道路 宮津市道中ノ丁踏切の拡幅 不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

101 21.6.5 宮津市鶴賀 道路
宮津市道の保健センター付近にミラーを
設置

不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

102 21.6.5 宮津市宮村 道路
宮津市道はとﾌﾟﾘﾝﾄ～宮津共同作業所間
の歩道整備

不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

103 21.6.5 宮津市鶴賀 その他 　 ＫＴＲ宮津駅前駐輪場の改善 不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

104 21.6.5 宮津市鶴賀 その他 　 ＫＴＲ宮津駅前の広告塔の改善 不受理 丹後土木事務所
府管理施
設以外

105 21.6.8 宮津市須津 河川 宮川須津地内宮川井堰の浚渫 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

106 21.6.11 京丹後市弥栄町鳥取 その他
丹後あじわいの郷内の案内看板等の改
善

受理 峰山総務室 農村振興課

107 21.6.11 京丹後市弥栄町鳥取 その他 丹後あじわいの郷内の側溝等の改善 受理 峰山総務室 農村振興課

108 21.6.11 京丹後市久美浜町十楽 道路
R178、府道香美久美浜線三叉路付近の
道路側溝整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

109 21.6.11 京丹後市久美浜町大井 河川 佐濃谷川大井堰下流の浸食防止措置 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

110 21.6.11 京丹後市峰山町荒山 道路
府道間人大宮線荒山地内の安全対策措
置（看板設置等）

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

111 21.6.11 京丹後市峰山町荒山 道路 R482国道荒山バイパスの歩道草刈り 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

112 21.6.11 京丹後市丹後町成願寺 河川 成願寺川上流砂防ダムの土砂撤去 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

113 21.6.11 京丹後市網野町郷 道路
府道網野峰山線岩止橋付近にカーブミ
ラーを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

114 21.6.11 京丹後市網野町島津 道路
府道網野岩滝線佐竹運送付近～島津交
差点間の道路舗装修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

115 21.6.11
京丹後市網野町浅茂川
他

道路
府道浜詰網野線浅茂川～塩江地内の道
路舗装修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

116 21.6.11 京丹後市弥栄町黒部 道路
府道井辺平線黒部保育所付近の道路舗
装修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

117 21.6.11 京丹後市弥栄町井辺 道路 府道井辺平線井辺地内に歩道を設置 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

118 21.6.11 京丹後市弥栄町井辺他 道路
府道井辺平線井辺橋～黒部駐在所間に
ガードレールを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

119 21.6.11
京丹後市網野町浅茂川
他

道路
府道浜詰網野線網野～浅茂川地内の道
路側溝整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

120 21.6.11 京丹後市網野町浅茂川 道路
府道浜詰網野線日吉橋手前にカーブミ
ラーを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

121 21.6.11 京丹後市網野町浅茂川 河川 八丁浜海岸嶋児神社地先に砂を補給 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

122 21.6.11 京丹後市網野町浅茂川 河川
新庄川新庄橋～福田川合流点間の堤防
法面排水路を整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

123 21.6.11 京丹後市網野町浅茂川 道路
府道浜詰網野線子午線塔先道路脇の不
法投棄防止措置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

124 21.6.11 京丹後市峰山町久次 河川 宮谷川上流砂防堰堤の土砂撤去 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

125 21.6.11 京丹後市久美浜町佐野 河川 佐野川佐野甲区内砂防堰堤の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

126 21.6.11 京丹後市峰山町二箇他 河川 鱒留川山崎橋～墓橋間の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

127 21.6.11 京丹後市峰山町荒山 信号機
Ｒ482新山小学校横交差点に手動信号機
を設置

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

128 21.6.15 伊根町本庄浜 信号機 Ｒ178本庄小学校前に信号機を設置 受理 峰山総務室
宮津警察署（警察本
部交通規制課）
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

129 21.6.16 宮津市奥波見 道路
府道下世屋本庄線奥波見地内の道路横
断管を修繕

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

130 21.6.16 京丹後市網野町木津 道路
Ｒ178と市道三明谷線の交差部分の溝を
改善

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

131 21.6.16 京丹後市網野町新庄 河川 新庄川・引原川合流点の土砂撤去 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

132 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

道路
府道尉ヶ畑布袋野線の布袋野～市野々
間の道路拡幅

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

133 21.6.16
京丹後市久美浜町布袋
野

道路
府道町分・久美浜線布袋野地内の舗装
修繕

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

134 21.6.16
京丹後市久美浜町布袋
野

道路
府道町分・久美浜線布袋野地内の山側
の切土か道路拡幅

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

135 21.6.16
京丹後市久美浜町布袋
野

道路
府道町分・久美浜線と尉ヶ畑布袋野線の
交差点にポールを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

136 21.6.16
京丹後市久美浜町布袋
野

道路
府道町分・久美浜線と市道河上三神社線
との十字路の道路拡幅

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

137 21.6.16
京丹後市久美浜町布袋
野

道路 府道町分・久美浜線の吉祥橋を改善 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

138 21.6.16
京丹後市久美浜町布袋
野

道路
府道町分・久美浜線の布袋野地内の道
路拡幅

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

13 ページ



                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

139 21.6.16 京丹後市弥栄町吉澤 道路
Ｒ482と市道芝崎線の三叉路に水銀灯を
新設

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

140 21.6.16
京丹後市久美浜町尉ヶ
畑

道路
Ｒ482尉ヶ畑地内の道路沿い河川との隣
接部分にガードレールを新設

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

141 21.6.16 京丹後市弥栄町木橋 道路
府道橋木鳥取線木橋地内の道路側溝整
備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

142 21.6.16 京丹後市久美浜町甲山 道路
Ｒ178神野バイパス甲山地内の道路側溝
の土砂撤去

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

143 21.6.16 京丹後市久美浜町鹿野 河川 佐濃谷川鹿野地内の中洲の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

144 21.6.16 京丹後市久美浜町鹿野 河川 佐濃谷川鹿野地内の堤防の樹木伐採 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

145 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

道路 府道尉ヶ畑布袋野線市野々橋の改善 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

146 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

道路
府道尉ヶ畑布袋野線尉ヶ畑～市野々間
の道路側溝改善

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

147 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

道路
府道尉ヶ畑布袋野線尉ヶ畑峠にカープミ
ラーを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

148 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

河川 川上谷川市野々地内の川底の改善 受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

149 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

河川
川上谷川と正福寺谷川の合流点の護岸
修復

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

150 21.6.16 京丹後市弥栄町木橋 信号機
府道網野岩滝線と市道木橋幹道北線交
差点に信号機を設置

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

151 21.6.16 京丹後市弥栄町吉澤 信号機
Ｒ482と府道溝谷内記線の三叉路に感知
式信号機等を新設

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

152 21.6.16
京丹後市久美浜町市
野々

河川
川上谷川市野々地内の床止工の下流側
における洗堀防止対策

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

153 21.6.16 伊根町本庄上 河川 筒川筒川橋下流付近の堤防の改善 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

154 21.6.22 伊根町本庄浜 河川
長延川宇治前橋～宇治川橋間の土砂除
去等

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

155 21.6.22 京丹後市久美浜町 その他 かぶと山園地の公衆トイレ建替え 不受理 総合案内相談コーナー 提案者不明

156 21.6.22
京丹後市久美浜町尉ヶ
畑

道路 Ｒ482尉ヶ畑地内に道路照明を設置 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

157 21.6.22 宮津市日ヶ谷 道路
府道岩ヶ鼻須川線日ヶ谷地内天長寺付
近の道路舗装修繕等

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

158 21.6.22 与謝野町岩滝 道路
Ｒ178岩滝地内岩滝橋付近の道路側溝整
備及び法面崩壊対策措置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

159 21.6.23 宮津市惣 道路 府道舞鶴宮津線惣地内の道路舗装修繕 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

160 21.6.24
京丹後市久美浜町尉ヶ
畑

道路
信号機

Ｒ482尉ヶ畑地内の信号機設置及び歩道
の移設

受理 丹後土木事務所
丹後土木事務所
京丹後警察署

161 21.6.24 伊根町本庄上 信号機等
Ｒ178と府道弥栄本庄線との交差点に信
号機及び横断歩道を設置

受理 丹後土木事務所
宮津警察署（警察本
部交通規制課）

162 21.6.24 京丹後市弥栄町黒部等 道路 R482黒部地内～小田地内間の歩道整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

163 21.6.24 京丹後市弥栄町黒部 道路 府道井辺平線黒部地内の道路拡幅 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

164 21.6.24 京丹後市久美浜町甲坂 河川 栃谷川栃谷地内の河川浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

165 21.6.24 京丹後市久美浜町出角 河川 芦原川出角地内河床に床止めを設置 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

166 21.6.24
京丹後市久美浜町市場
他

道路
府道町分久美浜線市場口～畑間の道路
舗装

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

167 21.6.24 京丹後市丹後町宮 道路
府道浜丹後線のR178との取合い～宮集
落間の道路舗装

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

168 21.6.24 京丹後市久美浜町河内 道路
府道久美浜湊宮浦明線河内地内の歩道
整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

169 21.6.24 京丹後市久美浜町神谷 河川 神谷川神谷地内の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

170 21.6.24 京丹後市久美浜町甲山 道路
R178かぶと山橋付近の道路路面の段差
解消措置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

171 21.6.24 京丹後市久美浜町長野 道路
府道網野久美浜線長野地内のセンターラ
イン敷設及び待避所設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

172 21.6.24 京丹後市網野町島津 道路
府道網野岩滝線大谷地内の側溝改善・
歩道設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

173 21.6.24 京丹後市網野町島津 道路 府道掛津峰山線島津地内の道路拡幅 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

174 21.6.24 京丹後市網野町島津 道路
府道網野岩滝線島津地内の道路側溝整
備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

175 21.6.24 京丹後市弥栄町国久 道路 R482黒部地内の歩道整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

176 21.6.24
京丹後市久美浜町市場
他

河川 伯耆谷川の全区間の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

177 21.6.24 京丹後市久美浜町市場 河川
府道町分久美浜線市場口～集落間に水
銀灯を設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

178 21.6.24 京丹後市久美浜町金谷 河川 川上谷川金谷地内の護岸の改修 受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

179 21.6.24 京丹後市久美浜町金谷 河川 川上谷川天王井堰付近の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

180 21.6.24 京丹後市久美浜町三分 道路
府道野中丹後神野停車場線三分地内に
ガードレールを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

181 21.6.24
京丹後市久美浜町須田
他

道路標識
府道町分久美浜線須田～金谷間に安全
標識を設置

受理 峰山総務室
京丹後警察署（警察
本部交通規制課）

182 21.6.24 京丹後市久美浜町畑 河川 川上谷川畑地内の護岸改修 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

183 21.6.24 京丹後市久美浜町市場 河川 伯耆谷川市場地内の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

184 21.6.25 京丹後市峰山町長岡 道路 府道二箇河辺線長岡地内の道路拡幅 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

185 21.6.25 京丹後市久美浜町 河川
久美谷川広瀬橋～河口間の護岸改修及
び浚渫

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

186 21.6.25 京丹後市久美浜町十楽 河川
栃谷川KTR鉄橋～河口間の護岸改修及
び浚渫

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

187 21.6.25
京丹後市久美浜町西本
町

道路
府道香美久美浜線三原峠のガードレール
増設

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

188 21.6.25 京丹後市久美浜町仲町 道路
府道香美久美浜線仲町地内の道路側溝
整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

189 21.6.25 京丹後市久美浜町永留 河川 永留川永留地内の護岸改修 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

190 21.6.25 京丹後市久美浜町永留 河川 永留川永留地内の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

191 21.6.25 京丹後市久美浜町竹藤 道路 府道網野久美浜線竹藤地内の道路舗装 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

192 21.6.25 京丹後市久美浜町佐野 道路 R312佐野～野中地内の歩道拡幅 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

193 21.6.25 京丹後市久美浜町佐野 道路
R312小桑口～八幡橋交差点の待避所改
良

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

194 21.6.25 京丹後市久美浜町平田 道路 R178平田地内の道路側溝整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

195 21.6.25
京丹後市久美浜町友重
他

道路 R312友重～坂井地内の道路側溝整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

196 21.6.25
京丹後市久美浜町友重
他

道路 R313友重～坂井地内の歩道整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

197 21.6.25
京丹後市久美浜町友重
他

道路 R312友重～坂井地内の舗装の全面改良 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

198 21.6.25 京丹後市久美浜町甲山 道路
府道芦原甲山線甲山地内の道路改良及
び排水路整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

199 21.6.25
京丹後市久美浜町友重
他

道路
R312友重地内の横断暗渠の布設替え及
び道路嵩上げ

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

200 21.6.25 京丹後市久美浜町島 道路 府道芦原甲山線島地内の落石防護対策 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

201 21.6.25
京丹後市久美浜町芦原
他

河川、道路
永留川、出角川の川幅の拡幅及び大門
橋の架け替え

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

202 21.6.25
京丹後市久美浜町芦原
他

道路
府道芦原甲山線芦原～橋爪間の道路拡
幅

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

203 21.6.25 京丹後市久美浜町橋爪 道路
府道芦原甲山線海部小学校付近の道路
側溝整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

204 21.6.25 京丹後市久美浜町海士 道路
府道芦原甲山線海士地内の路肩及び道
路側溝を整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

205 21.6.25 京丹後市久美浜町海士 道路
府道芦原甲山線海士公民館前の路肩及
び道路側溝を整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

206 21.6.25 京丹後市久美浜町海士 河川 川上谷川海士地内の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

207 21.6.25 京丹後市久美浜町油池 河川 川上谷川慈観橋下流左岸の堤防改善 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

208 21.6.25 京丹後市久美浜町油池 河川 川上谷川慈観橋下流の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

20 ページ



                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

209 21.6.25 京丹後市久美浜町友重 道路
府道町分久美浜線友重地区集荷場前の
水路改善

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

210 21.6.25 京丹後市久美浜町友重 道路
府道町分久美浜線友重三叉路付近の道
路側溝整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

211 21.6.25 京丹後市久美浜町品田 道路
府道町分久美浜線品田地内の道路側溝
整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

212 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 河川 川上谷川芦原地内井堰の土砂撤去 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

213 21.6.25 京丹後市久美浜町品田 道路
府道町分久美浜線品田地内の道路暗渠
整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

214 21.6.25 京丹後市久美浜町新谷 河川
出角川高龍中学校付近の災害復旧工事
実施

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

215 21.6.25 京丹後市久美浜町新谷 道路
府道永留豊岡線高龍中学校付近の路面
補修

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

216 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 河川
芦原川高龍中学校下流～永留川分岐点
間の浚渫

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

217 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 河川
永留川芦原川分岐点～永留間の川幅を
拡幅

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

218 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 河川
川上谷川芦原地内の揚水施設、給水施
設改修

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

21 ページ



                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

219 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 河川 川上谷川芦原地内の浚渫 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

220 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 道路
府道永留豊岡線芦原集荷場～高龍中学
校間の道路側溝整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

221 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 道路
府道芦原甲山線芦原～島間の道路側溝
整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

222 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 道路 府道芦原甲山線大門橋の架け替え 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

223 21.6.25 京丹後市久美浜町芦原 道路
府道芦原甲山線芦原地内の遊休土地の
道路整備

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

224 21.6.25 京丹後市久美浜町島 河川 川上谷川島井堰の改善 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

225 21.6.25 京丹後市久美浜町島 道路
芦原甲山線島区作業場～橋爪間の老木
を伐採

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

226 21.6.25 京丹後市久美浜町島 道路 芦原甲山線島区神社前の道路側溝整備 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

227 21.6.25 京丹後市久美浜町浦明 河川 浦明地内の久美浜湾への排水路改善 受理 峰山総務室 丹後土木事務所

228 21.6.25 京丹後市久美浜町十楽 河川
栃谷川向町地内堤防道路入口の車止め
及び防護柵設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

22 ページ



                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

229 21.6.25 京丹後市久美浜町油池 その他
油池地内の急傾斜地対策地の防護柵設
置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

230 21.6.25 京丹後市久美浜町湊宮 道路
府道久美浜湊宮浦明線と市道早尾線と
の交差点の障害物(枝)の除去

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

231 21.6.25 京丹後市久美浜町湊宮 道路
府道久美浜湊宮浦明線湊保育園～湊小
学校間の道路側溝清掃

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

232 21.6.25
京丹後市久美浜町大向
他

道路
府道久美浜湊宮浦明線大向～久美浜一
区間の道路脇の除草

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

233 21.6.25 京丹後市弥栄町黒部 道路
R482黒部地内市道との交差点にカーブミ
ラーを設置

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

234 21.6.25 京丹後市久美浜町谷 信号機等
R312谷地内の府道との交差点に横断歩
道、点滅信号機を設置

受理 京丹後警察署 警察本部交通規制課

235 21.6.29 京丹後市久美浜町 河川
久美谷川の神谷川との合流点～久美浜
交番間の堤防を改修

受理 峰山総務室 丹後土木事務所

236 21.6.29 伊根町本庄上 河川
筒川水の江橋～船原橋間の堤防の浚渫
及び護岸基礎補強

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

237 21.6.29 宮津市文珠 河川 宮川文殊地内の宮川河口護岸の整備 受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所

238 21.6.29 伊根町本庄宇治 道路
Ｒ178本庄宇治地内の道路法面及び道路
側溝の整備

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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                府 民 公 募 型 公 共 事 業 受 付 状 況 資料－２

受付
番号

受   付
年月日

 提案箇所所在地 施設区分 提　案　概　要 処理区分 受付窓口
引　　　継　　　先
（施設所管所属）

備　　考

平成２１年6月30日現在
京都府丹後広域振興局

239 21.6.29 与謝野町滝 河川
滝川与謝浄水場付近の取水水路の延長
及び泥抜きの設置

受理 丹後土木事務所 丹後土木事務所
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