


平成２４年度概算要求河川関係予算に係る京都府事業内容等

工事関係費 負担額（注）

9,215.7 3,078.9

9,173.9 3,058.0

一般河川改修事業費 3,430.9 1,143.6

淀川中下流 直轄管理区間 L=53.1km 626.0 208.7
隠元地区：旧橋撤去 1橋（H23完成予定）
塔の島地区：河道掘削 16千m3、低水護岸 670m
等

塔の島地区：河道掘削、護岸、橋梁補強（H27完成予定）
向島地区：堤防強化（H28以降完成予定）
等

4.4～6.7

桂川 直轄管理区間 L=33.6km 1,771.0 590.3
大下津地区：築堤 250m、用地取得 0.2ha
納所地区他：河道掘削 250千m3
等

大下津地区：築堤、用地取得（H28以降完成予定）
納所地区他：河道掘削（H28以降完成予定）
等

－～22

瀬田川 直轄管理区間 L=7.5km 42.9 14.3 黒津地区：河道掘削 19千m3　等 黒津地区：河道掘削（H28以降完成予定）　等 －～0.7

木津川下流 直轄管理区間 L=37.0km 391.0 130.3
寺田地区：堤防強化 300m（H23完成予定）
上津屋地区：堤防強化 400m（H23完成予定）
等

城陽、木津、祝園地区：堤防強化（H28以降完成予定）
八幡地区：緊急用河川敷道路（H24完成予定）
等

4.7～5.2

由良川 直轄管理区間 L=56.4km 592 600.0 200.0

勅使地区：築堤 300m、護岸 460m
安井地区：築堤 250m、護岸 250m（H23完成予定）
私市地区：用地取得 7.7ha
観音寺地区：築堤 520m
等

勅使地区：護岸（H24完成予定）
私市地区：用地国債償還（H28以降完成予定）
戸田地区：補償（H28以降完成予定）
等

5.6～7.0

土地利用一体型水防災事業費 5,743.0 1,914.3

由良川 直轄管理区間 L=56.4km 592 5,743.0 1,914.3

河守地区：築堤 140m、樋門 1基、橋梁架替 1橋、用地取得
0.6ha、補償 1式
北有路地区：築堤 200m、用地取得 0.07ha、用地国債償還１式、
橋梁架替 1橋、補償 1式
水間地区：築堤 420m、用地取得 0.03ha
志高地区：地盤改良 1式、用地取得 0.1ha、用地国債償還１式、
補償 1式
南有路地区：築堤 100m、用地取得 0.4ha、用地国債償還１式、樋
門 3基、補償 1式
千原・尾藤地区：築堤 200m、樋門 1基、橋梁架替 1橋、堤脚水路
100m、用地取得 0.03ha、補償 1式
公庄地区：築堤 430m、堤脚水路 340m、用地取得 0.05ha、用地
国債償還１式、補償 1式
大川地区：築堤 460m、用地取得 0.24ha、用地国債償還１式、河
川付替 1式、補償 1式
上東地区：築堤 350m、樋門 1基、堤脚水路 500m、用地取得
0.6ha、用地国債償還１式、補償 1式
桑飼下地区：補償 1式
二箇地区：補償 1式
三河地区：補償 1式
久田美地区：補償 1式
地頭地区：補償 1式
高津江地区：補償 1式
等

水間地区：築堤、用地取得
大川地区：築堤、河川付替、橋梁架替、樋門、用地取得、用地国債
償還、補償
上東地区：築堤、用地取得、用地国債償還、補償
久田美地区：補償
志高地区：築堤、用地取得、補償
桑飼下地区：補償
地頭地区：補償
高津江地区：補償
二箇地区：補償
三河地区：補償
北有路地区：築堤、橋梁架替、用地取得、補償
南有路地区：樋門、用地取得、補償
河守地区：築堤、樋門、用地取得、補償
千原・尾藤地区：築堤、用地取得、補償
公庄地区：築堤、用地取得、補償
等
（H26完成予定）

8.4～57

河川工作物関連応急対策事業費 0.0 0.0

木津川下流
直轄管理区間　Ｌ＝37.0ｋｍ
樋門・樋管改善等

0.3 0.0 0.0 - 岡崎樋門転落防止柵設置等(Ｈ２４完成予定) -～0.3

総合水系環境整備事業費 41.8 20.9

淀川水系
淀川自然再生 1式
木津川上流水辺整備 1式

淀川水系
525

41.8 20.9
桂川１号井堰魚道改良
南山城村地区かわまちづくり整備（H23完成予定）

桂川３号井堰魚道改良（H28以降完成予定） -～0.3

825.1 247.5

多目的ダム建設事業費 441.7 132.5  

淀川天ケ瀬ダム再開発
トンネル式放流設備（L=600ｍ）
市道白虹橋付替他

430 441.7 132.5 本体関連工事、工事用道路（364m）、市道付替工事（1橋）　等

河川総合開発事業費 144.8 43.5

淀川大戸川ダム
大戸川ダム（H=67.5m・L=200m）
県道大津信楽線付替他

1,080※ 144.8 43.5 県道付替工事（2橋）、現場維持管理、水理水文調査　等

電気事業者等工事費負担金還付金 238.6 71.6
淀川大戸川ダム － － 238.6 71.6 電気事業者等工事費負担金還付金

淀川水系
3,537

別添資料参照

別添資料参照

H23年度当初（百万円）
H23年度事業内容 H24年度事業内容

H24年度事業
進捗見込み
（億円）

河川事業

河川改修費

ダム事業

別添資料参照

対象科目 全体事業規模
全体事業費
（億円）



平成２４年度概算要求河川関係予算に係る京都府事業内容等

工事関係費 負担額（注）

H23年度当初（百万円）
H23年度事業内容 H24年度事業内容

H24年度事業
進捗見込み
（億円）

対象科目 全体事業規模
全体事業費
（億円）

123.7 41.2

砂防事業費 123.7 41.2

瀬田川 流域面積　A=256.7km
２ 14 45.8 15.3

西出砂防堰堤、南郷谷砂防堰堤、伝導谷砂防堰堤、用地取得
0.23ha

南郷谷砂防堰堤(H24完成予定）、伝導谷砂防堰堤(H25完成予定）
等

- ～0.5

木津川 流域面積　A=705.6km
２ 16 77.8 25.9

谷出砂防堰堤群、太良路川砂防堰堤群、砂防堰堤設計、用地取
得1.0ha
等

谷出砂防堰堤群(H24完成予定）、太良路川砂防堰堤群（H25完成予
定）、砂防堰堤設計等

0.2～0.9

10,164.5 3,367.6

（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

※当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費については、現計画に基づいて記載しています。（検証の結果を踏まえ、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定）

砂防事業

合　　　　計　



別添 

ダム建設事業について 

 

平成２３年９月末に行った平成２４年度の概算要求においては、検証対象とした

事業において、現在、検証の検討が進められているなど、検証に関する流動的な要

素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の

考え方に基づいて要求をしております。 

このように、仮置きを前提とした概算要求であることから、現時点では、昨年同

様、個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。 

 

なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比０．７９

程度を見込んでおります。 

 

また、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた

上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点におい

て、判断されるものと考えております。 

 

 

【平成２４年度におけるダム建設事業の要求の考え方】 

 

○検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、 

可能な限り計画的に事業を進捗させる。 

 

○検証対象としたダム事業については、引き続き「新たな段階に入らない」との 

方針を基本としつつ、今後の個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。 

ただし、既に検証の結論を得た事業については、その結論に沿って適切に対応する。 

 



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道９号 福知山道路 L=5.8km 660 410 137

・工事推進：
　　福知山大橋下部補強工事（L=130m）
　　福知山大橋上部工事（L=22m）
　　野家西地区改良工事（L=300m）
・調査推進：堀地区調査設計

・工事推進：土師歩道橋工事（L=68m）
　　　　　　宮ノ下橋上部工事（L=19m）
　　　　　　堀地区改良工事（L=280m）
　　　　　  堀高架橋上部工事（L=193m）
・調査推進：堀区地区調査設計

供用必要額
５～６億円程度

用地進捗率約８９％
事業進捗率約７１％
平成25年度 福知山市長田野
　　　　　　　　　　　～同市東堀
L=1.1km　完成4車線供用予定(4/4)
平成26年度 福知山市東堀～同市岡
L=1.3km　完成4車線供用予定(4/4)
平成28年度以降 福知山市北羽合
                      ～同市新庄
L=1.7km　完成4車線供用予定(4/4)

国道２７号 西舞鶴道路 L=4.9km 245 50 17 ・調査推進：西舞鶴地区調査設計 ・調査推進：＜万願寺地区地質調査＞ －～１億円程度

用地進捗率０％
事業進捗率約１％
平成28年度以降 舞鶴市上安
               ～同市京田
L=4.9km　完成4車線供用予定(4/4)

国道１６３号 精華拡幅 L=4.6km 224 10 3
・用地推進：乾谷地区
・工事推進：取得用地管理工事
・調査推進：柘榴地区～山田地区調査設計

・用地推進：＜乾谷地区(A=9,000m2)＞
・調査推進：＜柘榴地区～山田地区調査設計＞
・工事推進：＜取得用地管理工事＞

－～３億円程度

用地進捗率約１６％
事業進捗率約６％
平成28年度以降 相楽郡精華町柘榴
　　　       　　～木津川市相楽
L=4.6km　完成4車線供用予定(4/4)

国道４７８号 京都第二外環状道路 L=15.7km 4,269 9,000 3,000

・用地推進：調子地区～奥海印寺地区
　　　　　　　　　　（用地国債再取得）
・工事推進：
　　長岡京高架橋上部工事（L=1,400m）
・調査推進：調子地区～奥海印寺地区調査設計
　 　　　　 文化財調査

・用地推進：
　　調子地区～奧海印寺地区（用地国債再取得）
・調査推進：調子地区～奧海印寺地区調査設計
　　　　　埋蔵文化財調査
・工事推進：長岡高架橋上部工事（L=1,400m)

供用必要額
５９億～６７億円程度

用地進捗率約９９％
事業進捗率約８７％
平成24年度 大山崎JCT・IC～大枝IC
L=9.8km 完成4車線供用予定(4/4)

国道４７８号 丹波綾部道路 L=29.2km 2,146 4,550 1,517

・用地推進：
　　市森～和田地区（用地国債再取得）
　　井脇～広野地区（用地国債再取得）
・工事推進：丹波トンネル工事（L=670m）
　　　　　　瑞穂ＩＣ改良工事、
　　　　　　才原高架橋上部工事（L=100m）
　　　　　　須知川橋下部工事（N=3基）
　　　　　　瑞穂トンネル工事（L=2,895m）
　　　　　　由良川橋工事（L=713m）
　　　　　　曽谷川橋下部工事
            井脇～広野改良工事
            埋蔵文化財調査
・調査推進：丹波地区道路調査設計
　          埋蔵文化財調査

・用地推進：市森～和田地区（用地国債再取得）
　　　　　　井脇～広野地区（用地国債再取得）
　　　　　　須知～大簾地区（A=15,950m2）
・工事推進：
　　市森～広野地区改良工事（L=5,590m）
　　須知川橋下部工事（N=5基）
　　須知第二トンネル工事（L=380m）
　　桧山高架橋上部工事（L=371m）
　　大朴川橋上部工事（L=186m）
　　瀧谷高架橋工事（L=421m）
　　出合トンネル工事（L=760m）
　　前谷川橋下部工事（N=4基）
　　高屋川橋工事（L=362m）
　　瑞穂トンネル工事（L=2,895m）
　　峠谷橋工事（L=136m）
　　大簾高架橋工事（L=140m）
　　大簾川橋工事（L=503m）
　　広野高架橋工事（L=86m）
　　由良川橋工事（L=713m）
    曽根～森地区改良工事（L=1,100m）
　　曽根川橋下部工事（N=1基）
・調査推進：京丹波地区調査設計

供用必要額
１４４～１６１億円程度

用地進捗率約９５％
事業進捗率約３８％
平成26年度 京丹波わちIC～丹波IC
L=18.9km 暫定2車線供用予定(2/4)

路線名 箇所名 事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み 備　　考



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金
路線名 箇所名 事業規模

平成２３年度当初
Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み 備　　考

国道１６３号 木津東バイパス L=0.6km 15 50 17 ・調査推進：木津天神山～木津馬場南
・調査推進：＜木津地区調査設計＞
　　　　　　＜木津地区用地測量＞

－～１億円程度

用地進捗率０％
事業進捗率約３％
平成28年度以降
　木津川市木津天神山
　　　　　　　　～同市木津馬場南
L=0.6km　完成2車線供用予定(2/2)

計 14,070 4,690 残事業費:約2,075億円

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。

(注）Ｈ２４年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の用地進捗率は、平成２３年１０月末時点

(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２３年度三次補正投入時点である
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

改築事業（防災対策等） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道９号 夜久野改良 L=0.8km 25 50 17 ・調査推進：井田地区調査設計 ・調査推進：＜井田地区調査設計＞

用地進捗率０％
事業進捗率約２％
平成28年度以降
　福知山市夜久野町井田
L=0.8km　完成2車線供用予定(2/2)

国道２４号
城陽IC関連寺田地区
改良

－ 70 50 17 ・調査推進：寺田地区調査設計
・用地推進：＜寺田地区(A=9,000m2)＞
・調査推進：＜寺田地区調査設計＞
　　　　　　＜寺田地区用地測量＞

用地進捗率０％
事業進捗率約１％
平成28年度以降　城陽市寺田
完了予定

計 100 33

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）Ｈ２４年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の用地進捗率は、平成２３年１０月末時点

(注）備考欄の事業進捗率は、平成２３年度三次補正投入時点である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

－～４億円程度

備　　考路線名 箇所名 事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

交通安全事業（Ⅰ種） (単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 1,059 353

加塚交差点改
良

－ － 189
・調査設計
・用地買収
・工事

・工事 平成24年度完成予定

亀岡市大井地
区歩道整備

－ － 6 ・調査設計 ・工事 平成24年度完成予定

亀岡市大井町
並河地区歩道
整備

－ － 42
・調査設計
・用地買収

・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

南丹市園部町
本町地区歩道
整備

－ － 144
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

平成27年度＊完成予定
＊予算額に応じて完成が遅れる場合
がある。
電線共同溝整備含む

南丹市園部町
上木崎地区歩
道整備

－ － 12 ・調査設計 ・調査設計 平成28年度以降完成予定

豊田地区自歩
道整備

－ － 138
・用地買収
・工事

・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

菟原下地区自
歩道整備

－ － 168
・用地買収
・工事

・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

岩崎～多保市
地区自歩道整
備

－ － 66 ・工事 ・工事 平成24年度完成予定

野花地区自歩
道整備

－ － 66 ・工事 ・工事 平成24年度完成予定

下小田地区自
歩道整備

－ － 117
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

平成24年度完成予定

日置地区自歩
道整備

－ － 102
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

平成24年度完成予定

井田地区自歩
道整備

－ － 3 ・調査設計 ・調査設計 平成28年度以降完成予定

立原地区歩道
整備

－ － 6 ・調査設計 ・用地買収 平成25年度完成予定

15～21億円程度

全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容 備考
平成２３年度当初

Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み事業規模

国道9号
京都9号交差点改良
等

箇所名等



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

交通安全事業（Ⅰ種） (単位：百万円）

事業費 負担金

全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容 備考
平成２３年度当初

Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み事業規模箇所名等

－ － 1,113 371

山城町北河原
地区歩道整備

－ － 27
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

平成28年度以降完成予定

木津池田歩道
整備

－ － 438
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

多賀地区交差
点改良

－ － 165
・調査設計
・用地買収
・工事

・工事 平成24年度完成予定

一般国道24号
金尾交差点改
良

－ － 468
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・<工事>

平成26年度完成予定

大川原交差点
改良

－ － 15 ・調査設計 ・工事 平成24年度完成予定

－ － 741 247

鹿原～小倉地
区自歩道整備

－ － 120
・用地買収
・工事

・工事 平成24年度完成予定

大角交差点改
良

－ － 216 ・用地買収
・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

下八田陸橋下
交差点改良

－ － 45 ・用地買収
・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

下八田地区自
歩道整備

－ － 162
・用地買収
・工事

・工事 平成24年度完成予定

味方地区自歩
道整備

－ － 138 ・工事 － 平成23年度完成

平林～戸奈瀬
地区自歩道整
備

－ － 60 ・調査設計
・調査設計
・工事

平成28年度以降完成予定

－ － 60 20

国道五条本交
差点改良

－ － 60 ・調査設計 ・調査設計
平成27年度＊完成予定
＊予算額に応じて完成が遅れる場合
がある。

2,973 991   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）平成24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

15～21億円程度

国道171号

合　　　　計

国道24号
京都24号交差点改良
等

京都171号交差点改
良等

京都27号交差点改良
等

国道27号



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

交通安全事業（Ⅱ種） （単位：百万円）

事業費 負担金

－ － － － － 区画線、道路標識

－ － 50 25 区画線、情報収集機器（ITV）、道路標識
区画線、情報提供機器（道の駅情報化）、道路標
識

－ － 8 4 区画線、道路標識
区画線、情報提供機器（情報提供板）、道路標
識、防護柵

－ － 42 21 区画線、情報収集機器（ITV）
区画線、情報提供機器（情報提供板、道の駅情報
化）

－ － － － － 防護柵

100 50   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

備考事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み
全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容

合　　　　計

国道9号 －

国道24号 －

国道171号 －

国道27号 －

1～2億円程度

箇所名等

国道1号 －



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　京都府

電線共同溝事業 （単位：百万円）

事業費 負担金

33 17

　
木津電線共同
溝

L=1.6km 6 33 本体工事推進 本体工事推進及び支障物件移設 平成24年度　L=460m部分供用予定

252 126

　
森本電線共同
溝

L=1.2km 11 191 本体工事推進及び支障物件移設 本体工事推進 平成24年度供用予定

　
鶏冠井電線共
同溝

L=1.0km 8 61 本体工事推進 本体工事推進 平成24年度供用予定

285 143    

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

備考

国道２４号
京都２４号電線共同
溝

２～３億円程度

箇所名等

国道１７１号
京都１７１号電線共
同溝

合　　　　計

Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み事業規模
全体事業費
（億円）

平成２３年度当初
Ｈ２３年度事業内容



平成24年度概算要求　京都府における事業計画（公園関係）

負担基本額 負担額
国営公園等事業

国営公園整備費

淀川河川公園
計画面積 962ha
供用面積 235ha

418 95 32

【工事】
・「背割堤地区」水洗トイレ用下水管布設
・「背割堤地区」遊歩道の再整備　1.4km
・「大山崎地区」移動式トイレ更新　1基

【設計】
・三川合流域ＳＣ基本設計（建築）
・地区別整備計画基本設計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

【工事】
・「背割堤地区」　水洗トイレ整備　1式
・「背割堤地区」　入口部改修　A=1,000㎡
・「大山崎地区」　移動式トイレ更新　1基

【設計】
・三川合流域SC実施設計（建築）
・地域協議会運営支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

0.1　～　1.3
・平成28年度以降
　完成予定

（注）H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考H２３年度事業内容
H２４年度事業進捗見込み

（億円）
対象科目

全体事業費
（億円）

H２４年度予定事業内容（注）全体事業規模
H２３年度当初（百万円）



平成２４年度概算要求 京都府における事業計画（港湾関係）

平成24年度

負担基本額 負担額

事業進捗見込 （注）

舞鶴港前島地区複合一貫輸送
ターミナル改良事業

48 482 217
岸壁(-9m)(改良)、航路・泊地
(-9m)

航路・泊地(-9m)、泊地(-9m) - ～ 13億円程度 H27年度完成予定

舞鶴港和田地区国際物流ターミ
ナル整備事業

444 24 11 道路 道路 - ～ 5億円程度 H28年度以降完成予定

計 492 506 228

（注）合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

舞鶴港

港名 プロジェクト名 備考
全体事業費

（億円）

平成23年度当初
（百万円）

平成23年度事業内容 平成24年度予定事業内容（注）




