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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道9号 福知山市 夜久野改良 140

改築 国道24号 城陽市 寺田拡幅 450

改築 国道24号 城陽市～木津川市 城陽井手木津川バイパス 150

改築 国道27号 舞鶴市 西舞鶴道路 1,000

改築 国道163号 精華町～木津川市 精華拡幅 300

改築 国道312号 京丹後市 大宮峰山道路 1,350

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道9号 福知山市 京都9号交通安全対策 78

交通安全 国道27号
舞鶴市、綾部市、
京丹波町

京都27号交通安全対策 189

備考路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

山科音羽電線共同溝 80

山科大塚電線共同溝 80

十条電線共同溝 100

勧進橋電線共同溝 70

備考

電線共同溝

電線共同溝

国道1号

国道24号

京都市

京都市

京都1号電線共同溝

京都24号電線共同溝

160

170

路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道9号 京都市～福知山市 京都9号維持管理 358

維持管理 国道27号 舞鶴市～京丹波町 京都27号維持管理 56

維持管理 豪雪対策 33

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道24号 城陽市 寺田拡幅 200

改築 国道27号 舞鶴市 西舞鶴道路 300

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所）
ゼロ国債
事業費

直轄国道

交通安全 国道9号 南丹市 京都9号交通安全対策 180 南丹市園部町本町地区歩道整備（南丹市） 180

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道1号 京都市～八幡市 京都1号維持管理 200

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道429号 福知山市 榎峠バイパス 10

改築 国道307号 城陽市 市辺～奈島 150

改築 （主） 宇治木屋線 宇治田原町 １工区 200

改築 （主） 宇治木屋線
宇治田原町、和束
町

３工区（犬打峠） 400

改築 （一）
山城総合運動公園城
陽線

城陽市 城陽橋 50

改築 国道312号 京丹後市 大宮峰山ＩＣアクセス道路 192

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道162号 京都市 右京区梅ケ畑久保谷町 290

土砂災害対策 国道178号 宮津市 由良～脇 80

土砂災害対策 国道477号 京都市 左京区花脊別所町 44

土砂災害対策 (主) 枚方亀岡線 亀岡市 古世町～上矢田 15

土砂災害対策 (主) 京都広河原美山線 京都市 左京区花脊八枡町 25

土砂災害対策 (主) 下鴨大津線 京都市 左京区北白川地蔵谷町 80

土砂災害対策 (主) 市島和知線 福知山市 大原 77

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 京都府 京都府無電柱化推進計画事業 441
(一)天の橋立線（文珠）〔宮津市〕、(主)伏見柳谷高槻線（開田）〔長
岡京市〕、(都)御陵山崎線(A工区)〔向日市〕、(都)御陵山崎線(第3工
区)〔長岡京市〕、(都)小倉西舞鶴線（倉谷工区）〔舞鶴市〕

無電柱化推進計画事業 京都市 京都市無電柱化推進計画事業 257
(市)後院通（千本三条～四条大宮）、(市)三条通（三条小橋）、(主)下
鴨京都停車場線（河原町通）（今出川通～丸太町通）、(主)伏見柳
谷高槻線(大手筋通)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 城陽市 青谷地区 城陽市 49

交通安全対策（地区内連携） 久御山町 市田・林・佐古整備地区 久御山町 4



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 京都府 橋梁長寿命化修繕計画 868 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 京都府 トンネル長寿命化修繕計画 33 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 京都市 橋梁長寿命化修繕計画 446 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 京都市 トンネル長寿命化修繕計画 36 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 京都市 道路附属物等長寿命化修繕計画 74 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福知山市 橋梁長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 舞鶴市 橋梁長寿命化修繕計画 69 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長岡京市 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 八幡市 橋梁長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 京丹後市 橋梁長寿命化修繕計画 49 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 井手町 橋梁長寿命化修繕計画 13 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇治田原町 橋梁長寿命化修繕計画 11 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 和束町 橋梁長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
京都府

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

京都府橋梁長寿命化修繕計画
京都府 南丹市 国道162号 盛郷大橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 国道173号 新綾部大橋 橋梁 修繕
京都府 宮津市 国道176号 新大手橋 橋梁 修繕
京都府 宮津市 国道176号 須津大橋 橋梁 修繕
京都府 宮津市 国道176号 西宮津大橋 橋梁 修繕
京都府 与謝野町 国道178号 岩滝橋 橋梁 修繕
京都府 宮津市 国道178号 小磯陸橋 橋梁 修繕
京都府 京丹後市 国道178号 清水橋 橋梁 修繕
京都府 京田辺市 国道307号 山城大橋 橋梁 修繕
京都府 京丹後市 国道312号 長岡大橋 橋梁 修繕
京都府 京丹後市 国道482号 荒山大橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道綾部インター線 白瀬橋 橋梁 修繕
京都府 福知山市 府道綾部大江宮津線 大雲橋 橋梁 修繕
京都府 南丹市 府道園部能勢線 篠田橋 橋梁 修繕
京都府 南丹市 府道園部能勢線 神崎橋 橋梁 修繕
京都府 南丹市 府道園部平屋線 下平屋大橋 橋梁 修繕
京都府 南丹市 府道園部平屋線 日吉大橋 橋梁 修繕
京都府 福知山市 府道下野条上川口停車場線 上川口橋 橋梁 修繕
京都府 南丹市 府道京都日吉美山線 世木高橋 橋梁 修繕
京都府 亀岡市 府道郷ノ口余部線 宇津根橋1 橋梁 更新
京都府 南山城村 府道月ヶ瀬今山線 笹瀬橋 橋梁 修繕
京都府 舞鶴市 府道志高西舞鶴線 岡田下橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道小浜綾部線 光野橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道小浜綾部線 神塚橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道小浜綾部線 西河原橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道小浜綾部線 前川橋中丹東2 橋梁 修繕
京都府 舞鶴市 府道池辺京田線 堀前橋 橋梁 修繕
京都府 精華町 府道八幡木津線 中島橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道舞鶴綾部福知山線 新有岡橋 橋梁 修繕
京都府 福知山市 府道舞鶴福知山線 八重坂橋 橋梁 修繕
京都府 綾部市 府道福知山綾部線 綾部陸橋 橋梁 修繕
京都府 精華町 府道枚方山城線 開橋 橋梁 修繕
京都府 点検

京都府トンネル長寿命化修繕計画
京都府 福知山市 国道175号 金屋トンネル トンネル 修繕
京都府 京丹後市 国道312号 水戸谷トンネル トンネル 修繕
京都府 京丹後市 国道312号 比治山トンネル トンネル 修繕
京都府 京丹後市 府道大宮岩滝線 左坂トンネル トンネル 修繕
京都府 舞鶴市 府道舞鶴和知線 菅坂北トンネル トンネル 修繕
京都府 舞鶴市 府道由良金ヶ岬上福井線 大君トンネル トンネル 修繕

京都市橋梁長寿命化修繕計画
京都市 京都市右京区 府道宮ノ辻神吉線 鍛冶屋橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 市道鞍馬７号線 岩上橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 市道下鴨緯１３号線 西岸本橋 橋梁 修繕
京都市 京都市西京区 市道桂緯１５９号線 月の桂２号橋 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 市道碁石線 栃本橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 市道広河原２９号線 仏谷第四橋 橋梁 修繕
京都市 京都市東山区 市道三条通 三条大橋 橋梁 修繕
京都市 京都市山科区 市道山科御陵経４号線 安祥寺橋 橋梁 修繕
京都市 京都市山科区 市道山科西野山緯５－１号線 南畑人道橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 市道蹴上高野線 高岸橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 市道蹴上高野線 馬場橋 橋梁 修繕
京都市 京都市山科区 市道渋谷蹴上線 花鳥橋 橋梁 修繕
京都市 京都市伏見区 市道小豆屋町通 西鍵屋橋 橋梁 修繕
京都市 京都市西京区 市道松尾嵐山経６８号線 山田橋 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 市道上区田尻谷線 上区田尻谷線１号橋（１号橋） 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 市道上区田尻谷線 上区田尻谷線６号橋（６号橋） 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 市道上坂線 坊橋 橋梁 修繕
京都市 京都市伏見区 市道深草緯１５１号線 上平田橋 橋梁 修繕
京都市 京都市上京区 市道仁和寺街道 鍋町橋 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 市道西谷線 西谷線1号橋（1号橋） 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 市道川間上河原線 津原橋 橋梁 修繕
京都市 京都市北区 市道大森緯５８号線 大森２号橋 橋梁 修繕
京都市 京都市山科区 市道大石道 大石道跨線橋 橋梁 撤去
京都市 京都市北区 市道鷹峯２号線 千束第一橋 橋梁 修繕
京都市 京都市北区 市道鷹峯２号線 千束第二橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
京都府

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

京都市 京都市北区 市道中川５９号線 樋の谷橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 市道東第三緯２２号線 東田橋 橋梁 修繕
京都市 京都市伏見区 市道平戸通 平戸橋 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 府道宇多野嵐山山田線 渡月小橋 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 府道花園停車場大将軍線 妙心寺表門橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 府道久多広河原線 焼山橋 橋梁 修繕
京都市 京都市右京区 府道宮ノ辻神吉線 高橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 府道京都広河原美山線 菅原橋 橋梁 修繕
京都市 京都市左京区 府道京都広河原美山線 二の瀬橋（新二ノ瀬橋） 橋梁 修繕
京都市 京都市伏見区 府道京都守口線 薬師堂橋 橋梁 修繕
京都市 京都市西京区 府道沓掛西大路五条線 桂橋 橋梁 修繕
京都市 京都市東山区 府道四ノ宮四ツ塚線 今熊野橋 橋梁 更新
京都市 京都市左京区 府道上黒田貴船線 屹立橋 橋梁 修繕
京都市 京都市山科区 府道大津淀線 勧修寺橋 橋梁 修繕

京都市トンネル長寿命化修繕計画
京都市 京都市 国道162号 栗尾トンネル トンネル 修繕
京都市 京都市 市道高速道路1号線 稲荷山トンネル トンネル 修繕

京都市道路附属物等長寿命化修繕計画
京都市 京都市 府道四ﾉ宮四ﾂ塚線 山科横断歩道橋 道路附属物等 撤去
京都市 京都市 府道中山稲荷線 中山稲荷線カルバート 道路附属物等 修繕

福知山市橋梁長寿命化修繕計画
福知山市 福知山市 市道辻塩津峠線 甘栗川橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道欠戸上向田線 宮前橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道欠戸上向田線 上向田橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道口榎原７号線 杢野瀬橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道上荒河観音寺線 桜橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道新庄５号線 向河原橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道新庄半田線 宮前橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道生野支線 俣ヶ瀬橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道大門坂線 神通橋 橋梁 修繕
福知山市 福知山市 市道峠下線 ブンゴ橋 橋梁 修繕

舞鶴市橋梁長寿命化修繕計画
舞鶴市 舞鶴市 家下線 山鼻橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 上安久通線 相生橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 カセ谷１号線 カセ谷１号橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 喜多工業団地2号線 大和橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 京月通線 京月橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 久田美志賀郷線 ハサコロ橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 駒谷平畑線 平畑口橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 新田線 新田橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 善寿寺線 善寿寺２号橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 寺垣立原橋 寺頂上橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 西方寺北安線 山王橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 女布谷線 奥山橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 溝尻多門院線 多門院橋 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 八島通線 浪速橋（歩道） 橋梁 修繕
舞鶴市 舞鶴市 青葉山麓線 大輪橋 橋梁 修繕

長岡京市橋梁長寿命化修繕計画
長岡京市 長岡京市 市道第1078号線 西代橋 橋梁 修繕
長岡京市 長岡京市 市道第5053号線 神足橋 橋梁 修繕
長岡京市 長岡京市 市道第5087号線 5010橋 橋梁 修繕
長岡京市 長岡京市 市道第5089号線 5009橋 橋梁 更新

八幡市橋梁長寿命化修繕計画
八幡市 八幡市 市道和気2号線 光跨道橋 橋梁 修繕

京丹後市橋梁長寿命化修繕計画
京丹後市 京丹後市 市道下タ川線 下川橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道河梨峠線 原谷橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道元服田樋田線 前田橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道荒木線 荒木橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道三山碇線 清水橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道切畑小西線 大上戸橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道中野乗田原線 畑川橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道湯船線 湯舟橋 橋梁 修繕
京丹後市 京丹後市 市道立岩線 てんきてんき橋 橋梁 修繕

井手町橋梁長寿命化修繕計画
井手町 井手町 町道12-04号線 下新造橋 橋梁 修繕
井手町 井手町 町道24号線 下中川橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
京都府

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

井手町 井手町 町道35-05号線 赤阪谷橋 橋梁 修繕
井手町 井手町 町道35-27号線 下巽谷橋 橋梁 修繕
井手町 井手町 町道37-11号線 片原橋 橋梁 修繕
井手町 井手町 町道14-01号線 山城多賀駅前コセン橋 橋梁 修繕
井手町 井手町 町道2-19号線 庵垣内橋 橋梁 修繕

宇治田原町橋梁長寿命化修繕計画
宇治田原町 宇治田原町 町道8の21号線 嘉納橋 橋梁 修繕
宇治田原町 宇治田原町 町道郷之口高尾線 蛍橋 橋梁 修繕
宇治田原町 宇治田原町 町道郷之口杉谷線 杉谷5号橋 橋梁 修繕
宇治田原町 宇治田原町 町道禅定寺奥山田線 釜ヶ谷2号橋 橋梁 修繕

和束町橋梁長寿命化修繕計画
和束町 和束町 町道鷲峰山線 祝橋 橋梁 更新



京 都 府

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・京都府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

淀川 淀川 一般河川改修事業 1,340　
≪京都府

きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、宇治市
うじし

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、高槻市
たかつきし

淀川 木津川下流 一般河川改修事業 600　 木津川市
きづがわし

、京田辺市
きょうたなべし

、精華町
せいかちょう

由良川 由良川 一般河川改修事業 1,370　 福知山市
ふくちやまし

、舞鶴市
まいづるし

淀川 淀川中下流 河川維持修繕事業 616　 宇治市
       うじし

～河口
かこう

淀川 木津川下流 河川維持修繕事業 92　 笠置町
かさぎちょう

～八幡市
やわたし

淀川 木津川上流 河川維持修繕事業 219　 伊賀
いが

市
し

～笠置
かさぎ

町
ちょう

由良川 由良川 河川維持修繕事業 170　 綾部市
あやべし

～河口
かこう

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・京都府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

高野川 高野川 事業間連携河川事業 200　 舞鶴市
ま い づ る し

淀川 七谷川 大規模特定河川事業 100　 亀岡市
か め お か し

淀川 大井手川 大規模特定河川事業 30　 木津川市
き づ が わ し

淀川 戦川 大規模特定河川事業 200　 宇治市
う じ し

淀川 鴨川 大規模特定河川事業 300　 京都市
き ょ う と し

淀川 西羽束師川 大規模更新河川事業 100　 京都市
き ょ う と し



京都府

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 淀川天ケ瀬ダム 160

水資源開発事業 淀川日吉ダム 18

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



令和３年度第１次補正予算　下水道事業

都道府県名：京都府 （単位：千円）

桂川右岸流域地区下水道床上浸水対
策事業

京都府
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

200,000 100,000

宇治市公共下水道大規模雨水処理施
設整備事業

宇治市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

200,000 100,000

※上記は全額５か年加速化対策分である。

計 400,000 200,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・京都府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

淀川 淀川 一般河川改修事業 300　 京都市
きょうとし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



京　都　府

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　京都府

（単位：百万円）

整備 淀川河川公園 八幡市 45

維持管理 淀川河川公園 八幡市、大山崎町 17

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 京都市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

223,600 174,000 397,600

京都市 京都市 継続 朱雀・本願寺地区（第2期） 1/2 111,800 87,000 198,800

223,600 174,000 397,600

合計 111,800 87,000 198,800

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:京都府 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 京都府 京都府無電柱化推進計画事業 441

(一)天の橋立線（文珠）〔宮津市〕、(主)伏見柳谷高槻線（開
田）〔長岡京市〕、(都)御陵山崎線(A工区)〔向日市〕、(都)御陵
山崎線(第3工区)〔長岡京市〕、(都)小倉西舞鶴線（倉谷工区）
〔舞鶴市〕

無電柱化推進計画事業 京都市 京都市無電柱化推進計画事業 257
(市)後院通（千本三条～四条大宮）、(市)三条通（三条小
橋）、(主)下鴨京都停車場線（河原町通）（今出川通～丸太町
通）、(主)伏見柳谷高槻線(大手筋通)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

京都府

京都府

京都府重 要 港 湾 舞 鶴 京 都 府 小 計 800 800

京都府 直 轄 680 680

京都府 補 助 120 120

京都府

800 800

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

合　　　　計

京 都 府

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者



- 4 - 
 

Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 
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（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 
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（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 
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(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 





令和３年度補正予算　官庁営繕部箇所別調書
　
京都府 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 国立京都国際会館 京都市　左京区 157 中央監視設備改修

合　　計 157



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（京都府）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

21 京都府内における円滑な移動
基盤の確保による持続可能で活
力ある地域づくりを支援する道
路整備

京都府,亀岡市,宇治田原町 50,000 

50,000 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（京都府）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

24 京都府内における国土強靱化
に資する道路整備の推進（防
災・安全）

京都府,井手町,和束町,南山城村,亀岡市,京
丹波町,綾部市,伊根町

930,677 

20 京都府内における防災・減災
対策と安心・安全な道路整備の
推進（防災・安全）

京都府,向日市,宇治市,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,長岡京市,城陽市

893,045 

京都府におけるハード・ソフト
一体となった総合的な浸水対策
の推進（防災・安全）

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

1,735,000 

京都府におけるハード・ソフト
一体となった総合的な土砂災害
対策等の推進（防災・安心）

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

883,000 

京都府における土砂災害防止法
に基づく基礎調査の推進（防
災・安全）

京都府 30,000 

京都府における水環境施策の推
進（防災・安全）

京都府 246,000 

広域防災活動拠点の強化と安
全・安心で快適な都市公園づく
り（第２期）（防災・安全）
（重点）

京都府 26,250 

福知山市　安全で安心に暮らせ
るまちづくり（防災・安全）

福知山市 15,000 

安全安心で快適な都市公園の整
備推進計画（防災・安全）

長岡京市 15,000 

八幡市における次世代に引き継
ぐ水環境の長寿命化事業（防
災・安全）（第３期）

八幡市 14,000 

京田辺市公園施設長寿命化対策
支援事業計画（防災・安全）

京田辺市 15,000 



（京都府）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

京丹後市における浸水対策の推
進（第３期）（防災・安全）
（重点計画）

京丹後市 15,000 

木津川市における下水道施設の
長寿命化対策（防災・安全）

木津川市 49,500 

５　安心・安全な通行機能を確
保する道路整備（Ⅱ期）（防
災・安全）

京都市 23,633 

京都市域において浸水被害の最
小化を目指す「雨に強いまちづ
くり」（第３期）（防災・安
全）

京都市 66,000 

京都市における下水道事業の推
進（防災・安全）（その３）

京都市 295,000 

京都市における下水道事業の推
進（防災・安全）（その３）
（重点計画）

京都市 237,500 

京都市の安心・安全で快適なま
ちづくり（防災・安全）（第2
期）

京都市 30,648 

5,520,253 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（京都府）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

16 京都府内における円滑な移動
基盤の確保による持続可能で活
力ある地域づくりを支援する高
速道路IC・学研都市等アクセス
道路の整備

井手町,京都府,城陽市,向日市 345,106 

京都市民と来訪者にとって安
心・安全で快適な道路空間の創
出

京都市 203,025 

伏見西部地域の基盤整備による
京都市南部地域活性化（Ⅱ期）

京都市 17,990 

京都市におけるグリーンインフ
ラを活用した豊かな生活空間の
形成

京都市 21,850 

京都市における少子・高齢社会
に対応した公園再整備

京都市 11,875 

599,846 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（京都府）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

18 京都府内における通学路等の
交通安全対策の推進（防災・安
全）

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

854,269 

20 京都府内における防災・減災
対策と安心・安全な道路整備の
推進（防災・安全）

京都府,向日市,宇治市,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,長岡京市,城陽市

40,000 

６　安全・安心な歩行空間の確
保（Ⅱ期）（防災・安全）

京都市 184,783 

1,079,052 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


