
京 都 府

水管理・国土保全局



令和2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 3,770　

きょうとふ きょうとし くみやまちょう

≪京都府≫京都市、久御山町
おおさかふ おおさかし たかつきし ひらかたし ねやがわし せっつし

≪大阪府≫大阪市、高槻市、枚方市、寝屋川市、摂津市

淀川 木津川下流 一般河川改修事業 1,570　
きょうたなべし きづがわし せいかちょう

京田辺市、木津川市、精華町

由良川 由良川 一般河川改修事業 4,120　
ふくちやまし まいづるし あやべし みやづし

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市

淀川 淀川中下流 河川維持修繕事業 740　
うじ し かこう

宇治市～河口

淀川 木津川下流 河川維持修繕事業 77　
かさぎちょう やわたし

笠置町～八幡市

淀川 木津川上流 河川維持修繕事業 382　
なばり し かさぎちょう

名張市～笠置町

由良川 由良川 河川維持修繕事業 450　
あやべし かこう

綾部市～河口

（※）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２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

淀川 戦川 大規模特定河川事業 120　
う じ し

宇治市

淀川 大井手川 大規模特定河川事業 200　
き づ が わ し

木津川市

淀川 鴨川 大規模特定河川事業 200　
き ょ う と し

京都市



京都府

　令和２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 110

多目的ダム建設事業 淀川天ケ瀬ダム再開発 13

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 ゆらかわ たにごがわ ふくちやまし おおえちょうぐじょう さぼうえんていこう

砂防事業 由良川 谷河川 福知山市 大江町公庄 砂防堰堤工 40

１箇所 40合計

令和２年度　第３次補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（京都府　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和2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 400　
きょうとし

京都市

由良川 由良川 一般河川改修事業 1,570　
ふくちやまし まいづるし

福知山市、舞鶴市

（※）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。



防災・安全交付金（河川事業）

京都府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

由良川圏域総合流域防災事
業（伊佐津川）

105,000

丹後圏域総合流域防災事業
（川上谷川）

25,000

桂川圏域総合流域防災事業
（情報基盤整備事業）

5,000

丹後圏域総合流域防災事業
（佐濃谷川）

5,000

高野川水系高野川広域河川
改修事業

10,000

竹野川水系竹野川広域河川
改修事業

125,000

野田川水系野田川広域河川
改修事業

10,000

福田川水系福田川広域河川
改修事業

21,000

由良川圏域総合流域防災事
業（相長川）

15,000

由良川圏域総合流域防災事
業（大谷川）

25,000

由良川圏域総合流域防災事
業（弘法川）

120,000

由良川圏域総合流域防災事
業（法川）

50,000

由良川圏域総合流域防災事
業（高屋川）

5,000

由良川水系牧川広域河川改
修事業

35,000

由良川水系宮川広域河川改
修事業

50,000

宇治・木津川圏域総合流域
防災事業（赤田川）

60,000

宇治・木津川圏域総合流域
防災事業（大井手川）

50,000

淀川水系大谷川広域河川改
修事業

50,000

淀川水系桂川広域河川改修
事業

622,000

淀川水系鴨川広域河川改修
事業

150,000

淀川水系煤谷川流域治水対
策事業

45,000

宇治・木津川圏域総合流域
防災事業（戦川）

5,000

淀川水系古川広域河川改修
事業

323,000

宇治・木津川圏域総合流域
防災事業（弥陀次郎川）

5,000

宇治・木津川圏域総合流域
防災事業（四宮川）

40,000

大野ダム堰堤改良事業 88,000
- 計 2,044,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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



淀川水系善峰川都市基盤河
川改修事業

5,000

淀川水系西高瀬川都市基盤
河川改修事業

8,000

淀川水系東高瀬川都市基盤
河川改修事業

14,000

- 計 27,000

2,071,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

京都府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

坂川通常砂防事業 京都府 35,000
弥陀次郎川通常砂防事業 京都府 25,000
菖蒲谷川通常砂防事業 京都府 15,000
天台川通常砂防事業 京都府 15,000
白滝川通常砂防事業 京都府 15,000
大谷川支川通常砂防事業 京都府 12,500
目黒谷川通常砂防事業 京都府 2,500

120,000
草生川通常砂防事業 京都府 26,000
猪ノ谷川通常砂防事業 京都府 20,000
北川通常砂防事業 京都府 32,000
炭山谷川通常砂防事業 京都府 31,000
門前川通常砂防事業 京都府 30,000
大町谷川通常砂防事業 京都府 10,000
篠原西一谷川通常砂防事業 京都府 18,500
谷山川通常砂防事業 京都府 12,500
上北谷川通常砂防事業 京都府 31,000
シシ伏川通常砂防事業 京都府 40,000
イガ口川通常砂防事業 京都府 31,000
長江地すべり対策事業 京都府 15,000
切山地すべり対策事業 京都府 15,000
蛙ヶ谷川通常砂防事業 京都府 20,000
中ノ谷川通常砂防事業 京都府 32,500
黒出原通常砂防事業 京都府 2,500
桜峠谷川通常砂防事業 京都府 15,000
上乙見川通常砂防事業 京都府 10,000
閉亀川通常砂防事業 京都府 2,500
忠川通常砂防事業 京都府 8,500
旭ヶ丘川通常砂防事業 京都府 8,500
大島川通常砂防事業 京都府 13,500
瀬崎川通常砂防事業 京都府 12,500
万願寺川支渓通常砂防事業 京都府 22,500
樋ノ口川通常砂防事業 京都府 12,500
水坂川通常砂防事業 京都府 12,500
西ノ谷川通常砂防事業 京都府 2,500
桃ヶ谷川通常砂防事業 京都府 10,000
平地川通常砂防事業 京都府 12,500
東畑地すべり対策事業 京都府 25,000
松室急傾斜地崩壊対策事業 京都府 47,500
早稲田急傾斜地崩壊対策事
業

京都府 45,000

桂川圏域総合流域防災事業 京都府 122,000
宇治・木津川圏域総合流域
防災事業

京都府 83,000

由良川圏域総合流域防災事
業

京都府 113,500

丹後圏域総合流域防災事業 京都府 29,000
桂川圏域総合流域防災事業
（情報基盤整備事業）

京都府 1,000

由良川圏域総合流域防災事
業（情報基盤整備事業）

京都府 2,000

丹後圏域総合流域防災事業
（情報基盤整備事業）

京都府 2,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

京都府における重点的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）（重点）

小計

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）



- 計 980,000
宇治・木津圏域総合流域防
災事業

京都府 20,000

桂川圏域総合流域防災事業 京都府 20,000
- 計 40,000

1,140,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

京都府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

神崎海岸高潮対策事業 京都府 10,000
- 計 10,000

10,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

京都府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

桂川右岸流域　桂川右岸処
理区　処理場　地震対策

京都府 108,000

- 計 108,000
京都市　山科処理区　処理
場　地震対策

京都市 110,000

京都市　鳥羽処理区　処理
場　地震対策

京都市 514,000

京都市　伏見処理区　ポンプ
場　老朽化対策

京都市 25,000

京都市　全域（計画策定等）
管渠等　老朽化対策

京都市 75,000

- 計 724,000
京都市　鳥羽処理区　処理
場　地震対策

京都市 90,000

- 計 90,000
福知山市　三和処理区　処
理場　地震対策

福知山市 2,500

福知山市　大江中部処理区
処理場　地震対策

福知山市 2,500

福知山市　福知山処理区
ポンプ場　地震対策

福知山市 35,500

福知山市　福知山処理区
管渠等　地震対策

福知山市 9,500

福知山市　福知山処理区
処理場　地震対策

福知山市 15,000

- 計 65,000
綾部市　綾部排水区　ポンプ
場　流域治水対策

綾部市 26,500

- 計 26,500
宇治市　東宇治・洛南処理
区　管渠等　地震対策

宇治市 64,000

- 計 64,000
宮津市　宮津湾処理区　管
渠等　地震対策

宮津市 9,000

- 計 9,000
亀岡市　亀岡処理区　処理
場　地震対策

亀岡市 55,000

- 計 55,000
城陽市　洛南処理区　管渠
等　地震対策

城陽市 18,000

- 計 18,000
長岡京市　全域（計画策定
等）　管渠等　地震対策

長岡京市 12,942

- 計 12,942
八幡市　洛南処理区　管渠
等　地震対策

八幡市 16,000

- 計 16,000
京丹後市　小栓川排水区
管渠等　流域治水対策

京丹後市 25,000

- 計 25,000

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）

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

京都府における水環境施策の推進（防
災・安全）

京都市における下水道事業の推進（防
災・安全）（その３）

京都市における下水道事業の推進（防
災・安全）（その３）（重点計画）

福知山市の下水道「次世代への水の架け
橋」（その３）（防災・安全）

綾部市における安全・安心な下水道整備
（防災・安全）（重点計画）

宇治市における公共下水道事業の推進
（防災・安全）

宮津市公共下水道施設に係るストックマ
ネジメント計画（防災・安全）

亀岡市における安全・安心な公共下水道
整備（第３期）（防災・安全）

下水道管路耐震事業（防災・安全）

長岡京市公共下水道防災・安全対策第４
期整備計画（防災・安全）

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）



防災・安全交付金（下水道事業）

京都府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

木津川市　加茂処理区　処
理場　地震対策

木津川市 31,300

木津川市　木津川上流処理
区　ポンプ場　地震対策

木津川市 8,700

木津川市　木津川上流処理
区　管渠等　地震対策

木津川市 3,000

- 計 43,000
大山崎町　大山崎　ポンプ場
老朽化対策

大山崎町 9,000

- 計 9,000

1,265,442

木津川市における下水道施設の長寿命
化対策（防災・安全）

大山崎町における安全・安心な下水道整
備（防災・安全）（重点計画）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



京都府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 宇治田原町 25,000
- 計 25,000

25,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

宇治田原町における下水道整備の推進
（重点計画）

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


