
（総務消防委員会要求資料）

（単位：億円）

環境政策局 東部クリーンセンター大規模改修 平成10年度 ～ 平成15年度 158 87 44

環境政策局
南部クリーンセンター第一工場大規模
改修

平成10年度 ～ 平成16年度 137 85 33

環境政策局 北部クリーンセンター整備 平成10年度 ～ 平成18年度 321 194 67

環境政策局 魚アラリサイクルセンター建替整備 平成16年度 ～ 平成20年度 24 12 8

環境政策局 南部クリーンセンター第二工場整備 平成25年度 ～ 令和元年度 315 173 41

文化市民局 伏見区総合庁舎整備 平成16年度 ～ 平成21年度 75 10 62

文化市民局 右京区総合庁舎整備 平成16年度 ～ 平成23年度 34 16 18

文化市民局 左京区総合庁舎整備 平成18年度 ～ 平成24年度 62 30 30

文化市民局 上京区総合庁舎整備 平成21年度 ～ 平成27年度 36 22 14

文化市民局 新「京都市動物園構想」の推進 平成22年度 ～ 平成27年度 47 22 5

文化市民局 京都会館再整備 平成24年度 ～ 平成27年度 110 43 1

文化市民局 美術館再整備 平成28年度 ～ 令和元年度 111 67 1

産業観光局 花き卸売市場整備 平成10年度 ～ 平成17年度 24 6 13

産業観光局 新産業技術研究所整備事業 平成22年度 ～ 平成22年度 46 31 14

保健福祉局 すこやかセンター等整備 平成11年度 ～ 平成15年度 62 47 15

保健福祉局 本能特養等整備 平成15年度 ～ 平成17年度 35 23 6

都市計画局
公営住宅建設事業【トータルリモデ
ル】（山科市営住宅）

平成14年度 ～ 平成24年度 83 38 15

都市計画局
改良住宅等改善事業
（東岩本市営住宅）

平成17年度 ～ 平成25年度 33 15 2

建設局
国直轄事業（国道24号　八条坊門立体
交差）

昭和41年度 ～ 平成21年度 29 26 3

令 和 ３ 年 ８ 月
行 財 政 局

平成１４年度から令和元年度までに事業が完了した事業費２３億円以上の建設事業

所管局 事業名 事業費事業期間 市債 一財



（単位：億円）

建設局 伏見西部第二地区土地区画整理事業 昭和45年度 ～ 平成18年度 78 12 19

建設局 竹田地区土地区画整理事業 昭和50年度 ～ 平成23年度 76 17 15

建設局 洛北第二地区土地区画整理事業 昭和53年度 ～ 平成26年度 74 21 8

建設局 瀬戸川整備 昭和63年度 ～ 平成15年度 24 7 1

建設局 京都高速道路関連整備 昭和63年度 ～ 平成22年度 665 596 69

建設局
向日町上鳥羽線整備
（第一工区，第二工区）

平成元年度 ～ 平成24年度 138 56 6

建設局
国直轄事業（国道478号　京都縦貫自
動車道<京都第二外環状道路　沓掛～
久御山>）

平成元年度 ～ 平成25年度 215 193 22

建設局 葛野大路（山ノ内工区）整備 平成2年度 ～ 平成16年度 110 44 5

建設局 旧安祥寺川整備 平成2年度 ～ 平成30年度 40 12 2

建設局 二条駅地区土地区画整理事業 平成3年度 ～ 平成25年度 206 98 19

建設局
国直轄事業（国道9号　五条大宮拡
幅）

平成4年度 ～ 平成26年度 69 62 7

建設局 鴨川東岸線（第一工区）整備 平成5年度 ～ 平成21年度 67 27 3

建設局 伏見向日町線整備 平成5年度 ～ 平成30年度 69 30 3

建設局 岩倉東公園整備 平成11年度 ～ 平成18年度 130 91 11

建設局 ＪＲ桂川駅付近道路整備 平成11年度 ～ 平成20年度 74 32 3

建設局 大山崎大枝線整備 平成11年度 ～ 平成24年度 90 36 4

建設局 京阪本線淀駅周辺整備事業 平成11年度 ～ 平成26年度 275 46 10

建設局 太秦東部地区土地区画整理事業 平成14年度 ～ 平成21年度 55 24 4

建設局
御池通（京都市高速鉄道東西線（二
条・天神川間））整備

平成15年度 ～ 平成19年度 239 108 12

建設局 太秦東部地区第一種市街地再開発事業 平成15年度 ～ 平成20年度 118 27 5

建設局
JR山陰本線複線・高架化事業（京都～
二条，花園～嵯峨嵐山）

平成15年度 ～ 平成21年度 74 33 4

建設局 都市計画道路梅津太秦線街路事業 平成16年度 ～ 平成25年度 41 6 14

建設局
久世高田地区
JR桂川駅関連公共施設整備

平成17年度 ～ 平成20年度 24 11 1

所管局 事業名 事業期間 事業費 市債 一財



（単位：億円）

建設局 太秦安井公園整備 平成17年度 ～ 平成22年度 45 35 4

建設局
阪急京都線（洛西口駅付近）連続立体
交差化事業

平成19年度 ～ 平成29年度 223 90 10

建設局 京都駅八条口駅前広場整備事業 平成26年度 ～ 平成28年度 46 19 2

消防局 伏見消防署整備 平成13年度 ～ 平成18年度 33 23 10

消防局 消防活動総合センター整備 平成13年度 ～ 平成21年度 107 76 31

教育委員会 西京高校改築 平成11年度 ～ 平成17年度 97 74 16

教育委員会 北総合支援学校整備 平成13年度 ～ 平成16年度 40 16 15

教育委員会 下京中学校整備 平成16年度 ～ 平成23年度 57 24 27

教育委員会 下京渉成小学校整備 平成19年度 ～ 平成21年度 24 11 8

教育委員会 開睛小中学校整備 平成20年度 ～ 平成27年度 63 38 12

教育委員会 凌風小中学校整備 平成21年度 ～ 平成27年度 62 37 12

教育委員会 東山泉小中学校整備 平成22年度 ～ 平成25年度 31 16 8

教育委員会 御所東小学校整備 平成23年度 ～ 平成29年度 35 15 15

教育委員会 京都工学院高校整備 平成26年度 ～ 平成28年度 56 49 7

教育委員会 向島秀蓮小中学校整備 平成26年度 ～ 令和元年度 70 40 13

※ 残存している資料から作成
※ 事業完了が令和３年度以降の事業については，見込額を記載

一財所管局 事業名 事業期間 事業費 市債



（単位：億円）

環境政策局 東北部クリーンセンター整備 平成8年度 ～ 平成12年度 506 397 39

文化市民局 京都コンサートホール整備 平成3年度 ～ 平成7年度 189 83 74

建設局
JR山陰本線連続立体交差，複線化事業
（二条～花園駅）

平成元年度 ～ 平成15年度 330 134 15

建設局 梅小路公園整備 平成3年度 ～ 平成10年度 533 315 75

建設局
近鉄京都線連続立体交差事業（東寺～
竹田）

平成5年度 ～ 平成15年度 275 111 13

※ 残存している資料から作成

市債 一財事業期間局名 事業名 事業費

＜参考＞第２回 京都市持続可能な行財政審議会資料（令和２年８月１７日）に記載の平成初期
　　　　に行った主な大規模投資事業


