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第 1章 はじめに  

1 計画の位置付け

近年，気候変動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化にさらされて

おり，このような自然災害に備え，生命や財産を守る防災・減災の取組は一層重要性を増すと

ともに，持続可能な社会を築くためにも喫緊の課題となっています。 

本市においても河川の氾濫等による浸水被害が発生しており，今後，浸水被害を未然に防ぎ，

安心・安全な市民生活を確保していくために，本市管理の準用河川及び普通河川（以下，「普

通河川等」という。）についても，計画的で持続可能な河川維持管理が求められています。 

このため，厳しい財政状況下においても，計画的で持続可能な河川維持管理の実現を目的と

し，平成 28 年 3月に京都市河川維持保全基本計画（以下，「基本計画」という。）を策定しま

した。基本計画では，①重点点検箇所の設定による効率的な点検の実施，②点検及び河川維持

管理対策の結果やそれらを分析・評価した情報のデータベース化による活用しやすい河川カル

テの作成，③河川カルテの情報をもとに予算の平準化を図り，限られた予算の中で効果を最大

化する実施計画の策定を，効率的・効果的な河川維持管理のための「３本の柱」としています。 

京都市河川維持保全実施計画（第１期）（以下，「実施計画（第１期）」という。）は，基本計

画で定めた「３本の柱」の 1つであり，河川維持管理の効果の最大化や予算の平準化を図るた

め，河川維持管理対策の実施年度及び内容等を定めるものです。今後，実施計画（第１期）に

基づき河川管理施設の適正な維持管理を推進することにより，災害に対しても粘り強くしなや

かに対応する，「レジリエント・シティ京都」の実現や，持続可能な社会を目指す国連の目標

である「ＳＤＧｓ」の達成に寄与していきます。 

【ポイント】 「河川カルテ」について 

◎ 河川管理者として，点検によって得られた河川

の変状や河川管理施設の損傷等のデータを蓄積

し，状態の履歴をいつでも見られるようにしてお

くことは，適切な河川維持管理にとって重要で

す。 

「河川カルテ」とは，点検及び河川維持管理対

策の結果や，それらを分析・評価した内容等を記

録するものです。点検結果や実施した河川維持管

理対策の情報をその都度記録することで，河道や

河川管理施設等の最新の状態把握が容易となり，

効果的・効率的な維持管理が可能となります。 

河川カルテのイメージ図
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【コラム】 レジリエンスについて 

◎ 「レジリエンス」という言葉は，もともと，物体が元に戻ろうとする力を意味し，心理学や生態学で

主に用いられていましたが，2001年のニューヨークでの9.11同時テロにおいて，復興に向けた合言

葉として用いられたことから，災害や危機への対応において，広く使用されるようになりました。 

  この言葉は，一般的に，様々な危機からの「回復力，復元力，強靭性（しなやかな強さ）」を意味す

るとともに，ダメージを受けても粘り強くしなって元に戻りながら，以前よりもより良く立ち直る状態

を表現しています。 

  都市に関しては，「悪影響を及ぼす外からの力や，内部で生じる様々な困難な問題に，屈することな

く粘り強く対処し，克服し，より良く発展する能力」が，「レジリエンス」なのです。 

  平成 31 年 3 月に策定した「京都市レジ

リエンス戦略」において，レジリエント・シ

ティ京都の実現に向けた，6つの重点分野を

設定しています（右図参照）。 

  「実施計画（第１期）」は，重点分野の「災

害に強いまち」の主な課題の一つである，社

会インフラの老朽化などによる慢性的な防

災力の低下に対する対策にあたり，「災害発

生時に，危機に陥ることなく都市機能を維持

するための強靭な社会インフラづくり」とい

う取組の方向性を踏まえ，レジリエント・シ

ティ京都の実現を目指します。 

【コラム】 ＳＤＧｓ（エスディージーズ）について 

◎ ＳＤＧｓとは持続可能な開発目標であり，2015 年 9 月の国連において，気候変動，自然災害，生

物多様性，紛争，格差の是正などの国内外の課題の解決に向けて掲げられた国際目標（17の目標と169

のターゲット）です。2030年までの目標達成に向けて，世界の全ての国・地域の政府だけでなく，更

には地方自治体や民間企業等もその達成に向けて取り組むこととされています。 

  ＳＤＧｓの理念や方向性等については，都市経営の基本となる「はばたけ未来へ！京プラン（京都市

基本計画）」の基本方針等と共通するものであり，「京プラン」に掲げた取組をはじめ，その他の関連す

る取組を着実に取り組むことにより，本市並びに国内外のＳＤＧｓの達成に貢献します。 

  あらゆる危機を克服し，「持続可能な社会の実現」を追求するという方向性において，「ＳＤＧｓ」と

「レジリエンス」の取組は重なり合います。 

2 計画期間

実施計画（第１期）の計画期間は，令和元年度から令和 3年度までの 3年間とします。 

計画期間内に残りの初回点検を完了させ（8ページ表 4参照），実施計画（第２期）以降は 5

年ごとの計画として策定します。 
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3 対象河川

基本計画で対象とした普通河川等は，表 1のとおり 322 河川となります。 

準用河川とは，一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したものをいい，河川法

の二級河川に関する規定が準用されます。本市を流れる一級河川は，国土交通省や京都府が管

理しています。なお，京都市内に二級河川はありません。 

普通河川とは，河川法に基づく一級河川，二級河川，準用河川以外の河川をいいます。 

実施計画（第１期）では，点検を実施済みの 100 河川を対策の対象とします。ただし，これ

以外の河川についても，今後の巡視・点検等において，出水等により新たに措置が必要となっ

た箇所が確認された場合等は，実施計画（第１期）の対象とします。対象河川については，巻

末資料（表及び図）に示します。 

表 1 本市を流れる普通河川等の河川数及び河川延長等について 

【ポイント】 効率的な点検を実施するための分類 

◎ 本市管理河川のすべてを詳細に点検することは，膨大な時間と費用が必要となります。 
そこで，基本計画では，対象河川の特性（沿川の住宅や公共施設の有無，抱える流域の資産集積

状況や土地利用状況等）を考慮し，点検を効率的に行うことを目的として，対象河川を３つのグル
ープに分類しました。        

表 2 グループ別の点検概要 

注 コンクリートブロック護岸等の河川管理施設がない自然護岸のみからなる河川，又は，管理に関する事務を上

下水道局長に委任している河川は，点検の対象外とします。 

  また，グループ3は，河川の特性（ほとんどが山間部）を考慮し，市民生活に与える影響が無いと考えられる

区間を点検の対象外とします。

このうち，初回点検を実施

した準用河川10河川， 

普通河川90河川の 

計 100河川を対象と 

します。 
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第 2章 河川管理施設の現状と効率的・効果的な河川維持管理に向けて

1 河川管理施設の点検結果の評価

基本計画で3つのグループに分類した普通河川等について，平成28年度にはグループ1を，

平成 29 年度にはグループ 2を，平成 30 年度にはグループ 3の一部を対象に，初回点検を実施

しました。 

点検結果を基に，一定の区間※ごとに護岸，河道，その他の合計 11 項目について評価し，そ

のうち最も低いものをその区間の評価として，Ⅰ（異状なし），Ⅱ（要監視段階），Ⅲ（予防保

全段階），Ⅳ（措置段階），Ⅴ（緊急措置段階）の 5段階に分類します（表 3参照）。 

※  基本計画では，3つグループに対して，以下のとおり，評価する区間の間隔を設定しています。 

グループ 1：概ね 100m， グループ 2：概ね 200m， グループ 3：概ね 300m 

表 3 点検結果の評価区分

評 価 区 分 状  態 

Ⅰ 異状なし 
・目視できる変状がない，又は，目視できる軽微な変状が確認されるが， 

変状の進行の可能性は小さい状態 

Ⅱ 要監視段階 
・目視できる軽微な変状が確認され，進行する可能性があるため， 

経過を監視する必要がある状態 

Ⅲ 予防保全段階 ・変状が確認され，予防保全の観点からの措置（補修）を実施する必要がある状態

Ⅳ 措置段階 ・変状が大きく，措置（補修又は更新）を実施する必要がある状態 

Ⅴ 緊急措置段階 ・変状が著しく大きく，緊急に対策を講ずべき状態 

2 点検結果を踏まえた河川管理施設の現状

初回点検を実施した結果，図 1に示すとおり，Ⅴ（緊急措置段階）と評価された区間はあり

ませんでした。Ⅳ（措置段階）及びⅢ（予防保全段階）と評価されたものは，合計 389 区間と

なりました。 

図 1 各評価区分の区間数 

区間評価

Ⅰ，Ⅱ

５３７区間

区間評価

Ⅲ

１１５区間

区間評価

Ⅳ

５２区間

区間評価

Ⅴ

０区間

区間評価

Ⅰ，Ⅱ

１２１区間

区間評価

Ⅲ

７９区間

区間評価

Ⅳ

１２４区間

区間評価

Ⅴ

０区間

区間評価

Ⅰ，Ⅱ

６区間

区間評価

Ⅲ

６区間

区間評価

Ⅳ

１３区間

区間評価

Ⅴ

０区間

　対策実施検討対象（３８９区間）

グループ１

４６河川

グループ2

４５河川

グループ3

９河川

点検済みの普通河川等　１００河川
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3 対策実施区間の選定の考え方

⑴ 重点点検箇所について 

基本計画において，「市民生活等に与える影響が甚大な場所」のほか，著しい被災履歴が

ある箇所や河川形状が特異な箇所等「災害発生の可能性が高い場所」や経験上土砂が堆積

しやすいことを把握している箇所等「管理者が独自に注視している箇所」を，河川維持管

理上重要な箇所として重点点検箇所と位置付けています。 

初回点検によりⅣ（措置段階）又はⅢ（予防保全段階）と評価された 389 区間のうち，

重点点検箇所に該当する箇所は 164 区間ありました。 

図 2 重点点検箇所一覧 

⑵ 対策実施区間の選定 

河川維持管理には多くの費用と時間が必要となることから，日常的な浚渫・除草等に加

え，より効果的に補修等の対策を講じていくことが重要です。このため，前述の 164 区間

の中から，出水時に市民生活に与える影響が大きいと考えられる区間など，優先度の高い

条件（図 3 参照）を踏まえて総合的に判断し，優先的に対策を実施する区間として 48 区

間を選定しました。具体的な対策実施区間については 6ページ図 4のとおりです。 

なお，これ以外の区間についても，今後，継続的に実施する巡視・点検等において，新

たに措置の必要性が確認された箇所については，対策の実施を随時検討します。 

図 3 対策実施区間の選定の考え方 

【３８９区間】

Ⅲ：予防保全段階
Ⅳ：措置段階

【１６４区間】

 重点点検箇所該当あり

【優先度の高い条件】
下記の箇所を含む区間を優先度が高いとし，対策実施区間に選定

・Ⅳの区間のうち，家屋直下の護岸の損傷や，上部に車輌通行がある暗渠部の頂版の
選 　損傷など，出水時に構造物が損壊すると，周辺部への影響が懸念される箇所

・Ⅲの区間のうち，家屋や道路直下の護岸の損傷や，天井川の護岸の損傷など，
定 　特に早期に対策を実施することで，出水による被害を未然に防止すべき箇所

・護岸に補修跡があり，出水による被害が繰り返し発生する可能性がある箇所及び
  その周辺部で，損傷がある箇所

【４８区間】

 対策実施区間
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図 4 河川維持管理対策実施区間
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第 3章 河川維持管理計画 

1 点検及び河川維持管理対策の実施

 実施計画（第１期）で対象とする河川については，引き続き，基本計画に基づき，継続的に

点検を行います。また，グループ 3の初回点検を進め，早期完了を目指します。 

厳しい財政状況下においても，計画的で持続可能な河川維持管理を実現するためには，予算

の平準化と予防保全による将来的な維持管理費用の縮減を図り，河川維持管理の効果の最大化

を図る必要があります。 

このため，河川維持管理対策については，護岸が崩壊しているなど，既にⅣ（措置段階）に

至った箇所では積み直しなどの事後保全型対策を実施しますが，変状が比較的小規模なⅢ（予

防保全段階）の箇所については，早期に根継ぎ等の予防保全型対策を実施することで費用の縮

減を図ります。 

【コラム】 河川維持管理対策の紹介（根継ぎ） 

◎ 根継ぎとは，河川の護岸等が，河床（河の底の面）低下及び

洗堀により基礎が浮き上がった状態において，コンクリート等

により，現河床よりも深い位置に構造物を設置し，護岸等基礎

部を保護することを言います。 

  一例として，一般的な護岸の根継工とコンクリートブロック

積工（積み直し）を比較した場合，コンクリートブロック積工

の方が２倍以上の費用がかかることがあります。 

  適切な河川維持管理により，護岸や河道の変状等を早期に発

見し，対策することで，災害を未然に防ぐことができるととも

に，大規模な補修費用を抑えることができるなど，将来的な維

持管理費用の縮減にもつながっていきます。 

2 計画目標及び概算事業費

  実施計画（第１期）においては，優先的に対策を実施する区間として選定した，48区間全て

の対策に着手します。 

実施計画（第１期）で対象とする河川維持管理対策に必要な概算事業費は，点検に係る費用

を含め，約 3億 8千万円となります（8ページ表 4参照）。 

    中長期的には，安心・安全な市民生活を確保するため，変状が軽微なうちに早期対策を行う

予防保全型の対策への転換により，計画的で持続可能な河川維持管理の実現を目指します。 

根継ぎのイメージ図（青着色部）
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表 4 スケジュール及び概算事業費 

※ 48 区間のうち 38 区間は，優先的に対策が必要な箇所の工事を完了させる。残る 10 区間

は，計画期間内に設計業務を完了させ，次期計画以降に引続き工事を実施する。
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第 4章 計画の進捗管理及び次期計画への反映 

河川管理施設の変状の変化の程度等については，予め想定することが困難であることなどか

ら，点検，分析・把握，対策の実施等を繰り返すことで，順応的に安全性を高めていく必要が

あります。 

このため，計画の進捗管理に当たっては，明らかになった課題や得られた知見を次年度の対

策等に活かすなど，1年ごとに PDCA サイクル（小サイクル）を実施し，より柔軟に計画を推進

します。 

実施計画（第１期）は，初回点検未完了の河川があるため，3年間の計画とするが，次期計

画については，今後実施するグループ 3の初回点検の結果や河川維持管理対策の実施状況等を

踏まえ，改めて，対策実施区間等を再検討したうえで，5年間の計画として策定します。 

図 5 次期計画への反映 
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表 対象河川（グループ 1）一覧 

河川種別 管轄土木 河川名 対象延長（㎞） 上流端 下流端

北部・西部 堀川 1.60 左京区下鴨上川原町 中京区堀川通御池上る押堀町

東部 高川 2.10 伏見区醍醐南谷町 山科区勧修寺東出町

東部 岡川 0.30 山科区御陵岡町 山科区荒巻町

西京 古世谷川 0.20 西京区大枝沓掛町 西京区大枝沓掛町

伏見 日野川 2.48 伏見区日野野色町 伏見区石田大山町

明神川 3.82 北区上賀茂大柳町 北区上賀茂桜井町

宇多川 2.09 北区衣笠氷室町 北区等持院東町

宇多川支川 0.70 北区等持院北町 北区等持院南町

泉川 4.77 左京区上高野流田町 左京区下鴨宮河町

第一疏水分線 1.39 左京区北白川小倉町 左京区一乗寺河原田町

第二太田川 1.63 左京区修学院犬塚町 左京区一乗寺大原田町

一乗寺川 2.25 左京区一乗寺坂端 左京区一乗寺宮ノ東町

第一太田川 1.40 左京区上高野隣好町 左京区修学院沖殿町

花園川 2.51 左京区岩倉花園町 左京区上高野車地町

第二疏水分線 1.17 左京区松ケ崎桜木町 北園一号幹線

三ノ橋川 1.56 東山区今熊野南谷町 東山区福稲柿本町

清水音羽川 0.95 東山区清閑寺池田町 東山区慈法院庵町

長瀬川 1.07 山科区勧修寺瀬戸河原町 山科区勧修寺風呂尻町

竹田川 1.64 山科区西野岸ノ下町 山科区東野竹田町

岡川 0.84 山科区日ノ岡朝田町 山科区御陵岡町

岩屋川 0.31 山科区大宅古海道町 山科区椥辻平田町

四ノ宮川 0.66 山科区四ノ宮行者谷 山科区四ノ宮新開畑

大岩川 0.64 山科区大塚高岩 山科区大塚野溝町

南部・西部 高瀬川 4.52 中京区東生洲町 南区東九条東松ノ木町

南部 新川 0.30 南区久世川原町 南区久世築山町

古高瀬川 1.71 右京区太秦前ノ田町 右京区西院東貝川町

西ノ川 2.03 右京区龍安寺池ノ下町 右京区常盤古御所町

岡ノ裾川 1.48 右京区宇多野北ノ院町 右京区常盤古御所町

奥殿川 2.67 右京区梅ケ畑奥殿町 右京区梅ケ畑高鼻町

上里川 1.80 西京区大原野北春日町 西京区大枝南福西町

寺戸川 5.22 西京区桂御所町 西京区川島桜園町

千代原川 3.18 西京区上桂前田町 西京区川島玉頭町

荒木川 1.03 西京区御陵荒木町 西京区川島権田町

鴫谷川 1.64 西京区大枝中山町 西京区御陵荒木町

谷田川 0.89 西京区山田南町 西京区山田北山田町

淀水路 1.50 伏見区淀下津町 一級河川桂川合流点

納所川 0.45 伏見区納所北城堀 伏見区納所町

西羽束師川支川 1.18 伏見区久我本町 伏見区久我森の宮町

七瀬川 0.44 伏見区深草東軸町 一級河川七瀬川合流点

大谷川 0.97 伏見区深草大亀谷東寺町 伏見区深草向畑町

七瀬川支川 0.71 伏見区深草中ノ郷山町 普通河川七瀬川合流点

見附川 0.64 伏見区深草大亀谷岩山町 桃山一号幹線

畑川 1.51 伏見区小栗栖森本町 伏見区石田川向

中ノ茶屋川 0.13 伏見区小栗栖北谷町 一級河川山科川合流点

天田川 1.63 伏見区醍醐北端山 山科区勧修寺閑林寺

養斉川 1.07 伏見区桃山町大島 伏見区桃山町南大島

伏見

準用河川

普通河川

北部

左京

東部

西部

西京



巻末資料 

- 11 - 

表 対象河川（グループ 2）一覧 

河川種別 管轄土木 河川名 対象延長（㎞） 上流端 下流端

東部 山科音羽川 3.52 伏見区醍醐蛇羅谷 山科区大塚高岩

小畑川 0.27 西京区大枝沓掛町 西京区大枝沓掛町

二升川 1.39 西京区大枝中山町 西京区大枝東新林町

下狩川 1.45 西京区大枝塚原町 西京区大枝中山町

若狭川 3.50 北区大宮釈迦谷 北区紫竹上堀川

御手洗川 0.51 北区上賀茂本山 北区上賀茂本山

桧谷川 0.20 北区西賀茂桧谷 北区西賀茂下庄田町

天神川 1.76 北区鷹峯大谷 北区鷹峯桃山

原谷川 1.63 北区大北山原谷乾町 北区鷹峯桃山

桜谷川 1.38 左京区鹿ケ谷桜谷町 左京区鹿ケ谷下宮ノ前町

音羽川 4.56 左京区一乗寺出ケ谷 左京区修学院林ノ脇

長代川 0.72 左京区静市市原町 左京区静市市原町

木野川 0.74 左京区静市市原町 左京区静市市原町

長代川支川 0.91 左京区静市市原町 左京区静市市原町

岩倉長谷川 3.13 左京区岩倉長谷町 左京区岩倉下在地町

岩倉水谷川 0.30 左京区岩倉長谷町 普通河川岩倉長谷川合流点

梅谷川 1.73 左京区修学院梅谷 左京区上高野口小森町

桂谷川 0.80 左京区上高野東山 左京区上高野奥小守町

高祖谷川 0.03 左京区八瀬野瀬町 左京区八瀬野瀬町

猪谷川 0.23 左京区八瀬秋元町 左京区八瀬秋元町

丹住谷川 0.63 左京区八瀬秋元町 左京区八瀬秋元町

修仙谷川 0.61 左京区八瀬秋元町 左京区八瀬秋元町

大日川 2.45 山科区勧修寺北大日町 山科区勧修寺御所内町

旧安祥寺川 0.18 山科区御陵黒岩 山科区御陵黒岩

稚児川 1.73 山科区北花山下稚児ケ池 山科区西野楳本町

安祥寺川 0.67 山科区安朱毘沙門堂町 山科区御陵安祥寺町

安朱川 0.20 山科区安朱東谷町 山科区安朱屋敷町

安祥寺川支川 0.47 山科区御陵沢ノ川町 山科区御陵安祥寺町

三宝寺川 0.94 右京区鳴滝白砂 右京区鳴滝松本町

宇多谷川 0.53 右京区鳴滝宇多野谷 右京区鳴滝宇多野谷

高鼻川 0.72 右京区鳴滝三本松 右京区梅ケ畑高鼻町

中田川 1.52 右京区梅ケ畑高鼻町 右京区梅ケ畑山崎町

有栖川 2.07 右京区嵯峨観空寺谷町 右京区嵯峨観空寺岡崎町

小畑川 1.95 西京区大枝沓掛町 西京区大枝北沓掛町

善峰川 2.40 西京区大原野小塩町 西京区大原野灰方町

椎ノ木川 2.73 西京区大原野上羽町 西京区大原野石見町

蛭川 2.28 西京区大原野南春日町 西京区大原野石見町

小塩川 2.18 西京区大原野小塩町 西京区大原野上羽町

池ノ内川 0.47 西京区大原野灰方町 西京区大原野灰方町

社家川 1.84 西京区大原野南春日町 西京区大原野灰方町

北川 1.14 西京区大原野北春日町 西京区大枝東新林町

千丈川 0.88 西京区大枝西長町 西京区大枝東新林町

西芳寺川 5.25 西京区松尾南松尾山 西京区松室吾田神町

七間堀川 2.91 伏見区淀樋爪町 伏見区淀大下津町

万千代川 2.89 伏見区醍醐北端山 一級河川山科川合流点

準用河川

普通河川

北部

左京

東部

西部

伏見

西京

西京
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表 対象河川（グループ 3）一覧 

注 表中の「京北」とは，「京北・左京山間部土木事務所」のことを指します。 

河川種別 管轄土木 河川名 対象延長（㎞） 上流端 下流端

準用河川 京北 稲荷谷川 2.40 右京区京北下町石山 一級河川桂川合流点

祖父谷川 0.04 北区雲ケ畑出谷町 北区雲ケ畑中津川町

笠谷川 0.04 北区小野上ノ町 北区小野上ノ町

左京 大見川 0.08 左京区大原大見町 左京区大原百井町

寺谷川 0.15 右京区京北大野町川東 一級河川桂川合流点

井戸谷川 1.20 右京区京北大野町井戸谷 一級河川桂川合流点

室地谷川 1.41 右京区京北田貫町室ノ奥 一級河川室地川合流点

小野内谷川 0.35 右京区京北比賀江町中ノ谷 一級河川桂川合流点

大谷川 0.05 左京区久多宮の町大谷 左京区久多宮の町古屋原

普通河川

北部

京北
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図 基本計画で定めたグループ別対象河川の位置図
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