
京 都 府

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　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 2,249　
≪京都府

きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、八幡市
やわたし

≪大阪府
おおさかふ

≫高槻市
たかつきし

淀川 木津川下流 一般河川改修事業 432　 木津川市
きづがわし

、城陽市
じょうようし

、井手町
いでちょう

由良川 由良川 一般河川改修事業 3,901　 福知山市
ふくちやまし

、舞鶴市
まいづるし

、綾部市
あやべし

、宮津市
みやづし

淀川 淀川 河川都市基盤整備事業 1,494　
≪京都府

きょうとふ

≫京都市
きょうとし

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

淀川 淀川中下流 河川工作物関連応急対策事業 120　 久御山町
くみやまちょう

淀川 総合水系環境整備事業 628　

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

、野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、城陽市
じょうようし

、京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、

　　　　　　　 木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、和束町
わづかちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、池田市
いけだし

、豊中市
とよなかし

、守口
もりぐち

市
し

、高槻市
たかつきし

、

　　　　　　　 寝屋川市
ねやがわし

、枚方市
ひらかたし

≪兵庫県
ひょうごけん

≫川西市
かわにしし

、伊丹市
いたみし

、尼崎市
あまがさきし

≪三重県
みえけん

≫名張市
なばりし

（※）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。



令和３年度当初予算　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 300　 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 200　 木津川市
き づ が わ し

淀川 戦川 大規模特定河川事業 100　 宇治市
う じ し

淀川 鴨川 大規模特定河川事業 100　 京都市
き ょ う と し

由良川 法川 大規模特定河川事業 100　 福知山市
ふ く ち や ま し

由良川 大谷川 大規模特定河川事業 100　 福知山市
ふ く ち や ま し

竹野川 小西川 大規模特定河川事業 200　 京丹後市
き ょ う た ん ご し

淀川 西羽束師川 大規模更新河川事業 132　 京都市
き ょ う と し



京都府

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

多目的ダム建設事業 淀川天ケ瀬ダム再開発 11,024 11,625



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 よどがわ くさおがわ きょうとし さきょうく おおはら

砂防等事業 淀川 草生川 京都市 左京区 大原 砂防堰堤工 30
よどがわ いのたにがわ きょうとし さきょうく やせ

淀川 猪ノ谷川 京都市 左京区 八瀬 砂防堰堤工 30
よどがわ きたがわ きょうとし さいきょうく おおはらの

淀川 北川 京都市 西京区 大原野 砂防堰堤工 100
よどがわ すみやまだにがわ うじし すみやま

淀川 炭山谷川 宇治市 炭山 砂防堰堤工 60
よどがわ もんぜんがわ そうらくぐん わづかちょう もんぜん

淀川 門前川 相楽郡 和束町 門前 砂防堰堤工 40
よどがわ おおまちだにがわ なんたんし ひよしちょうたはら

淀川 大町谷川 南丹市 日吉町田原 砂防堰堤工 30
ゆらがわ しのはらにしいちたにがわ ふないぐん きょうたんばちょう しのはら

由良川 篠原西-谷川 船井郡 京丹波町 篠原 砂防堰堤工 50
よどがわ たにやまかわ なんたんし ひよしちょうなかせぎ

淀川 谷山川 南丹市 日吉町中世木 砂防堰堤工 50
ゆらがわ かみきただにがわ ふくちやまし いちのみや

由良川 上北谷川 福知山市 一ノ宮 砂防堰堤工 30
たけのがわ ししぶせがわ きょうたんごし たんごちょうたいざ

竹野川 シシ伏川 京丹後市 丹後町間人 砂防堰堤工 40
いがぐちがわ いがぐちがわ よさぐん いねちょう ひらた

イガ口川 イガ口川 与謝郡 伊根町 平田 砂防堰堤工 50

１１箇所 510合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（京都府　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ながえ みやづし ながえ

砂防等事業 長江 宮津市 長江 法面工 50

１箇所 50合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（京都府　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和３年度当初予算　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）

222,000 111,000

鳥羽処理区下水道床上浸水対策事業 京都市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

1,990,000 995,000

伏見処理区大規模雨水処理施設整備
事業

京都市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

670,000 335,000

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）

800,000 400,000

西市街地（二級河川高野川流域）事
業間連携下水道事業

舞鶴市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

1,000,000 500,000

計 4,682,000 2,341,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 京都府

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

綾部市 101,110 50,555

宇治市 400,000 200,000

京都府　計 501,110 250,555
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



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

高野川水系高野川広域河川改
修事業

5,000

竹野川水系竹野川広域河川改
修事業

50,000

野田川水系野田川広域河川改
修事業

15,000

福田川水系福田川広域河川改
修事業

25,000

由良川水系牧川広域河川改修
事業

15,000

由良川水系宮川広域河川改修
事業

15,000

淀川水系大谷川広域河川改修
事業

15,000

淀川水系桂川広域河川改修事
業

130,000

淀川水系鴨川広域河川改修事
業

53,000

淀川水系古川広域河川改修事
業

100,000

淀川水系煤谷川流域治水対策
事業

25,000

由良川圏域総合流域防災事業
（伊佐津川）

100,000

丹後圏域総合流域防災事業（川
上谷川）

18,500

桂川圏域総合流域防災事業（情
報基盤整備事業）

50,000

丹後圏域総合流域防災事業（佐
濃谷川）

5,000

由良川圏域総合流域防災事業
（相長川）

40,000

由良川圏域総合流域防災事業
（大谷川）

10,000

由良川圏域総合流域防災事業
（弘法川）

75,000

由良川圏域総合流域防災事業
（法川）

5,000

由良川圏域総合流域防災事業
（高屋川）

7,500

宇治・木津川圏域総合流域防災
事業（赤田川）

15,000

宇治・木津川圏域総合流域防災
事業（大井手川）

10,000

宇治・木津川圏域総合流域防災
事業（戦川）

5,000

宇治・木津川圏域総合流域防災
事業（弥陀次郎川）

25,000

宇治・木津川圏域総合流域防災
事業（四宮川）

15,000

令和３年度　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



由良川水系蓼原川都市基盤河
川改修事業

90,000

由良川圏域総合流域防災事業
（公手川）

5,000

淀川水系防賀川（新西浜放水
路）都市基盤河川改修事業

京田辺市 7,000

宇治・木津川圏域総合流域防災
事業（嫁付川）

城陽市 10,000

ハザードマップ作成等

京都市、大山崎
町、宇治市、城陽
市、京田辺市、精
華町、南山城村、
亀岡市、京丹波
町、福知山市、綾
部市

21,000

大野ダム堰堤改良工事 京都府 18,000
- 計 980,000

淀川水系西羽束師川都市基盤
河川改修事業

32,000

淀川水系善峰川都市基盤河川
改修事業

2,000

淀川水系西高瀬川都市基盤河
川改修事業

7,000

淀川水系新川都市基盤河川改
修事業

32,000

淀川水系西野山川都市基盤河
川改修事業

70,000

淀川水系七瀬川都市基盤河川
改修事業

93,000

淀川水系安祥寺川都市基盤河
川改修事業

25,000

水防訓練実施支援 1,000

- 計 262,000

1,242,000

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）

福知山市

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

※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



社会資本整備総合交付金（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

統合河川環境整備事業（野田
川）

京都府 4,000

- 計 4,000

4,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり

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

弥陀次郎川通常砂防事業 1,000

菖蒲谷川通常砂防事業 5,900

天台川通常砂防事業 2,500

白滝川通常砂防事業 2,500

大谷川支川通常砂防事業 2,500

目黒谷川通常砂防事業 5,000

小浜地区急傾斜地崩壊対策事業 15,750

35,150

蛙ヶ谷川通常砂防事業 2,500

中ノ谷川通常砂防事業 2,500

桜峠谷川通常砂防事業 500

上乙見川通常砂防事業 2,500

閉亀川通常砂防事業 2,500

忠川通常砂防事業 500

旭ヶ丘川通常砂防事業 2,500

大島川通常砂防事業 2,500

瀬崎川通常砂防事業 2,500

万願寺川支渓通常砂防事業 2,500

大呂川支渓通常砂防事業 500

樋ノ口川通常砂防事業 2,500

水坂川通常砂防事業 2,500

西ノ谷川通常砂防事業 500

谷河川通常砂防事業 2,500

桃ヶ谷川通常砂防事業 2,500

平地川通常砂防事業 2,500

東畑地区地すべり対策事業 2,500

松室地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

仕伏町地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

岩倉上蔵町地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

早稲田地区急傾斜地崩壊対策事業 49,500

大野地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

小西町地区急傾斜地崩壊対策事業 2,850

志高地区急傾斜地崩壊対策事業 54,000

大波下地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

上安久地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

行永地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

三河Ⅱ地区急傾斜地崩壊対策事業 47,500

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）

京都府

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

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

小計



小田宿野地区急傾斜地崩壊対策事業 16,000

本庄上Ⅱ地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

小坪地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

平地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

谷内地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

桂川圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 3,000

宇治木津川圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 1,000

由良川圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 2,000

桂川圏域総合流域防災事業（土砂災害警戒情報シ
ステム）

500

効果促進事業（砂防情報システム） 1,000

効果促進事業（急傾斜情報システム） 1,000

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 福知山市 1,950

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 綾部市 1,300

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 宮津市 300

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 城陽市 600

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 南山城村 1,500

効果促進事業（ハザードマップ作成等） 京丹波町 2,350

362,850

桂川圏域総合流域防災事業（砂防基礎調査） 1,000

宇治・木津川圏域総合流域防災事業（砂防基礎調
査）

670

由良川圏域総合流域防災事業（砂防基礎調査） 8,000

丹後圏域総合流域防災事業（砂防基礎調査） 330

桂川圏域総合流域防災事業（急傾斜基礎調査） 3,330

宇治・木津川圏域総合流域防災事業（急傾斜基礎
調査）

8,000

由良川圏域総合流域防災事業（急傾斜基礎調査） 8,340

丹後圏域総合流域防災事業（急傾斜基礎調査） 330

30,000

428,000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

小計

小計



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 32,500

- 計 32,500

32,500

令和３年度　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

下水道施設の整備 京都府 1,085,455
- 計 1,085,455

下水道施設の整備 京都市 1,897,686
- 計 1,897,686

下水道施設の整備 京都市 468,310
- 計 468,310

下水道施設の整備 福知山市 245,195
- 計 245,195

下水道施設の整備 福知山市 61,000
- 計 61,000

下水道施設の整備 舞鶴市 363,850
- 計 363,850

下水道施設の整備 舞鶴市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 綾部市 71,125
- 計 71,125

下水道施設の整備 綾部市 17,600
- 計 17,600

下水道施設の整備 宇治市 424,840
- 計 424,840

下水道施設の整備 亀岡市 197,629
- 計 197,629

下水道施設の整備 向日市 4,600

- 計 4,600

下水道施設の整備 向日市 4,250
- 計 4,250

下水道施設の整備 長岡京市 53,400
- 計 53,400

下水道施設の整備 八幡市 25,500
- 計 25,500

下水道施設の整備 京田辺市 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 京丹後市 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 木津川市 25,000
- 計 25,000

下水道施設の整備 大山崎町 40,000
- 計 40,000

下水道施設の整備 大山崎町 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 久御山町 46,300
- 計 46,300

下水道施設の整備 井手町 33,500
- 計 33,500

下水道施設の整備 井手町 6,000
- 計 6,000

福知山市の下水道「災害に強い下水道整備」
（その２）（防災・安全）（重点計画）

令和３年度　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）

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）

水環境を守り安心・安全に暮らせるまち（第３
次）（防災・安全）

市街地における総合的な治水対策(防災・安
全）(重点計画）

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）

綾部市における下水道施設のストックマネジメ
ント計画による改築更新（防災・安全）

宇治市における公共下水道事業の推進（防災・
安全）（第２期）

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）

「古都のむこう魅力のふるさと」向日市の暮らし
を守る下水道の推進（防災・安全）（第２期）（重
点計画）

「古都のむこう魅力のふるさと」向日市の暮らし
を守る下水道の推進（防災・安全）（第２期）

長岡京市公共下水道防災・安全対策第３期整
備計画（防災・安全）（重点計画）

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）

京田辺市における下水道施設のストックマネジ
メント事業（防災・安全）

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）

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）

久御山町公共下水道における安心・安全の推
進（防災・安全）

井手町における下水道（雨水）の防災・安全の
推進（防災・安全）（重点計画）

井手町における下水道の防災・安全の推進（防
災・安全）



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３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 精華町 59,100

- 計 59,100

5,215,340

精華町における浸水対策の推進（防災・安全）
（第３期）（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



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 京都府 2,652,067
- 計 2,652,067

下水道施設の整備 京都府 77,500
- 計 77,500

下水道施設の整備 福知山市 41,500
- 計 41,500

下水道施設の整備 舞鶴市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 宇治市 217,800
- 計 217,800

下水道施設の整備 宮津市 39,500
- 計 39,500

下水道施設の整備 長岡京市 18,186
- 計 18,186

下水道施設の整備 八幡市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 京田辺市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 京丹後市 450,000
- 計 450,000

下水道施設の整備 京丹後市 93,960
- 計 93,960

下水道施設の整備 南丹市 12,000
- 計 12,000

下水道施設の整備 木津川市 54,000
- 計 54,000

下水道施設の整備 井手町 9,000
- 計 9,000

下水道施設の整備 宇治田原町 109,450
- 計 109,450

下水道施設の整備 和束町 5,500
- 計 5,500

下水道施設の整備 精華町 35,500
- 計 35,500

3,840,963

京丹後市における下水道整備と効率的な汚水
処理の推進（第２期）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

京都府における良好な水環境の創造（その3）

京都府における良好な水環境の創造（その２）
（重点）

福知山市の下水道「次世代につなぐ効率的な
下水道整備」（重点計画）

水環境を保全しきれいな海を未来へ引き継ぐ
引き揚げのまち

宇治市における公共下水道事業の推進 （第３
期）

宮津市における水環境改善の推進（第３期）
（重点計画）

長岡京市公共下水道事業第３期整備計画

八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保
全施設事業（第３期）

京田辺市における下水道整備の推進（第３期）

京丹後市における水環境改善の推進（第２期）
（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

南丹市における循環のみちの実現（第３期）

木津川市における下水道整備計画

井手町における公共下水道事業の整備計画

宇治田原町における下水道整備の推進（重点
計画）

和束町における下水道事業ストック計画

精華町における循環のみちの実現（第３期）


