
目標 予算（単位：千円） 計画・条例等 所属等

1 京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）の
策定

・　平成３２（２０２０）年の東京オリンピック・パラリンピック開催等を機に，京都の文化芸術を国内外へ
　伝えていくため，「京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）」を策定
・　リーディング・プロジェクトとして市指定・登録文化財建造物等の一般公開に向けた修理支援や「伝統文化
  体験の日（仮称）」を実施

50,000 京都文化芸術都市創生計画
文化芸術企画課
文化財保護課

2 若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり
・　京都を拠点に活動する芸術家に対し，幅広く総合的なサポートの実施
　　（若手芸術家等からの相談受付件数：年間延べ100件）

19,700 京都文化芸術都市創生計画 文化芸術企画課

3 ロームシアター京都再整備事業
・　建設工事の実施
・　オープニング事業等の準備，実施

3,696,040
京都文化芸術都市創生計画
京都会館再整備基本計画

文化芸術企画課

⑴　京都文化祭典の開催
　　京都文化祭典'14の開催

23,328

⑵　京都国際現代芸術祭の開催
　　（社）京都経済同友会，京都府と連携し，平成27年3月～5月に開催

220,000

⑶　琳派四〇〇年記念事業の実施
　　琳派四〇〇年を記念し，オープニング等を開催

10,300

⑷　京都国際映画祭との連携
　　民間企業が主体となった「京都国際映画祭」と連携し，若手支援事業を実施

5,000

⑴　祇園祭後祭復興支援
　ア　（公財）祇園祭山鉾連合会における祇園祭後祭の巡行実現への支援
　イ　大船鉾の巡行復帰による無形文化遺産展示室の展示替えの実施

20,000

⑵　京都市の文化的景観推進事業
　ア　「京都岡崎」の国の重要文化的景観選定申出に向けた取組の推進
　イ　「北山杉の林業景観」の文化的景観選定のための調査の実施

2,000

⑶　世界遺産「古都京都の文化財」登録２０周年記念事業
　　京都府等と連携し，記念事業を実施

8,400

⑷　“京都を彩る建物や庭園”　ランクアップ助成制度
　　“京都を彩る建物や庭園”制度における認定物件の修景又は修復への支援

3,000

6 京都市美術館再整備事業 ・　将来構想具体案の検討，整備基本計画策定，埋蔵文化財調査等の実施 120,300
京都文化芸術都市創生計画
京都市美術館将来構想

美術館

7 新「京都市動物園構想」の推進
・　「ゾウの森」，「京都の森」及び「学習・利便施設」等の整備工事の実施
・　ゾウの繁殖プロジェクトとしてラオスから子ゾウ4頭を導入

1,503,500
京都文化芸術都市創生計画
共汗でつくる新「京都市動物園構
想」

動物園

⑴　世界遺産・二条城本格修理事業
　　東大手門保存修理に着手するとともに，素屋根建設・大扉の取外し・現場事務所設置等を実施

35,040

⑵　二条城東側空間整備事業
　　世界遺産にふさわしい二条城景観への改善と来城者の安全性・快適性の確保のため整備を実施

9,900

9 区民主体のまちづくりの推進 ・　京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」の活用 257,950 ― 地域自治推進室

10 区役所におけるサービス向上に向けた取組の
推進

・　戸籍事務のコンピュータ化
　ア　戸籍情報等のデータ化完了及びシステムの運用開始（左京区，伏見区）
　イ　戸籍情報等のデータ化作業に着手（北区，山科区，南区，西京区）

926,746 ― 地域自治推進室

11 区役所の総合庁舎化の推進
・　上京区総合庁舎整備事業
　　12月の新総合庁舎しゅん工に向け，引き続き建設工事を実施

1,931,695 ― 地域自治推進室

⑴　地域コミュニティサポートセンターの運営
　　相談件数目標値530件

500

⑵　自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイトの運用
　　アクセス数目標値60,000件（＊当初目標23,000件を達成し，新たな目標値を設定。）

1,256

⑶　地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度の充実
　　助成件数目標値42件（1区・支所あたり平均3件）

4,200

⑷　地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業
　　地域団体とＮＰＯ法人の両者の強みを活かした地域コミュニティ活性化の推進

2,300

⑴　ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度の運用
　　ＮＰＯ法人の安定的活動のための府市協調による資金面の支援

1,940 ―

⑵　地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業（再掲）
　　地域団体とＮＰＯ法人の両者の強みを活かした地域コミュニティ活性化の推進

2,300
京都市地域コミュニティ活性化推進
計画

⑶　条例による個別指定制度の運用
　　ＮＰＯ法人に対する寄附の促進及び認定ＮＰＯ法人への移行の促進

―
京都市寄附金税額控除の対象となる
特定非営利活動法人に対する寄附金
の指定の手続等に関する条例

⑴　街頭防犯カメラ設置促進補助事業の充実
　　24年度約40台分　→　25年度約150台分（26年度まで継続予定）

39,200
第2次京都市生活安全（防犯・事故
防止）基本計画

⑵　繁華街における客引き対策
　　繁華街における客引き対策について検討

― ―

⑴　路上喫煙等禁止区域に関する取組
　　指導員による巡回指導，過料徴収，周知・啓発，喫煙場所の設置・運営等の推進

48,612

⑵　「たばこマナー向上活動団体」制度等のマナー啓発の推進
　　「たばこマナー向上活動団体」との共汗による路上でのマナー啓発の推進

3,500

⑴　京都市交通安全基本条例の推進及び京都市自転車安心安全条例の充実
　　高齢者や自転車利用者に対する交通安全啓発等の充実

10,000

⑵　ＴＳマークの普及・促進
　　自転車免許証の発行を伴う自転車教室を受講した小学生等を対象に，自転車の点検及びＴＳマークの貼付
　を受けられるチケットの発行を試行実施

4,629

17 京都市消費生活基本計画の推進
・　消費生活相談機能の強化
・　消費生活総合センター相談窓口の広報強化
・　ライフステージに応じた消費者教育・啓発の推進

12,237 京都市消費生活基本計画 消費生活総合センター

京都市人権文化推進計画の推進 18 京都市人権文化推進計画の推進

・　次期計画の策定
・　様々な行政分野における人権施策の実施
・　市民及び企業等を対象とした人権啓発事業の実施
・　浴場の在り方検討

64,546 京都市人権文化推進計画 人権文化推進課

⑴　京都市ＤＶ相談支援センターの運営
　　ＤＶ被害者に対する相談及び自立生活の促進のための支援

46,661

⑵　ＤＶ根絶のための市民への普及啓発
　　ＤＶ相談の顕在化を進めるために相談機関の周知

5,588

⑴　積極的に取り組む市民を発掘する「真のワーク・ライフ・バランス応援・発信プロジェクト」
　　「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉や考え方の普及啓発のため，市民の優れた取組の発信

⑵　真のワーク・ライフ・バランスに目覚める企業を増やすプロジェクト
  　企業の取組を支援するため，推進企業支援補助金の募集，推進企業表彰を実施

⑶　真のワーク・ライフ・バランスコーディネート窓口の設置
  　京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援ＷＥＢの運営

⑷　婚活支援事業
　ア　京都婚活の実施
　イ　ＮＰＯ法人等が実施する婚活イベント等への補助

8,500

⑴　京都市青少年活動センターの運営
　ア　若者の健全な成長を促進するための事業の実施
　イ　自立に困難を抱える若者の支援　等

298,028

⑵　青少年モニター制度
　　アンケート及びワークショップの実施

1,265

⑴　子ども・若者総合相談窓口の運営
　　ニート，ひきこもり，不登校等，社会生活を営むうえで困難を有する子ども・若者のための相談窓口の運営

⑵　子ども・若者支援地域協議会による支援の実施
　　複数の支援機関による支援等が必要な場合等に，支援コーディネーターが支援機関との架け橋となって，
　社会的自立に向けた支援を実施

23 京都マラソンの開催
・　「走る人」，「応援する人」，「支える人」にとって，より一層魅力的な大会とするため，丸太町通や河原町
　通などの「まちなか」や京都府立植物園を取り入れるなどのコース変更を行い「京都マラソン２０１５」を開催

425,000
「スポーツの絆が生きるまち推進プ
ラン」京都市市民スポーツ振興計画

市民スポーツ振興室

24 大規模国際大会の招致等
・　ラグビーワールドカップ２０１９の招致の推進
・　関西ワールドマスターズゲームズ２０２１の開催に向けた取組の推進

12,500
「スポーツの絆が生きるまち推進プ
ラン」京都市市民スポーツ振興計画

市民スポーツ振興室

⑴　「府市協調で進めるスポーツ施設整備」の推進
　ア　横大路運動公園の再整備・防災機能強化及び西京極総合運動公園の計画的改修に係る基本設計等の実施
　イ　三川合流地域等におけるスポーツもできる国営公園整備等の推進

91,000

⑵　宝が池公園体育館（仮称）整備
　　地質調査，基本設計等の実施

25,000

⑶　宝が池公園球技場夜間照明の整備
　　夜間照明設備の設置

73,000

22 子ども・若者総合支援事業 43,994 勤労福祉青少年課

20
「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画
の推進

文化芸術企画課

京都市地域コミュニティ活性化推進
計画

ＮＰＯ法人等の市民活動支援施策の推進

地域コミュニティ活性化及び市民活動支援
施策の推進

京都文化芸術都市創生計画

地域自治推進室

地域コミュニティ活性化策の推進

※「計画，条例」については，はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）を除いた計画，条例を記載

8 元離宮二条城の保存と活用 京都文化芸術都市創生計画 元離宮二条城事務所

地域自治推進室

文化芸術に親しむ機会の提供 京都文化芸術都市創生計画

文化財保護課文化財の保存と活用

スポーツ施設等の整備 「スポーツの絆が生きるまち推進プ
ラン」京都市市民スポーツ振興計画

市民スポーツ振興室

青少年の成長・自立に向けた取組の推進

第4次京都市男女共同参画計画きょ
うと男女共同参画推進プラン

男女共同参画推進課

はばたけ未来へ！京都市ユースアク
ションプラン－第3次京都市青少年
育成計画

ＤＶ対策事業

　スポーツの絆が生きるまち
　づくりの推進

「スポーツの絆が生きるまち推進プラン」
京都市市民スポーツ振興計画の推進

安心・安全のまちづくりの推進

はばたけ未来へ！京都市ユースアク
ションプラン－第3次京都市青少年
育成計画

　すべての人が個人として
　尊重され，様々な分野で
　活躍できる社会の推進

25

15

交通安全対策の推進

第4次京都市男女共同参画計画きょ
うと男女共同参画推進プラン
「真のワーク・ライフ・バランス」
推進計画

京都市交通安全基本条例
京都市自転車安心安全条例
第9次京都市交通安全計画

はばたけ未来へ！京都市ユースアクション
プラン－第３次京都市青少年育成計画の推
進

２　平成２６年度　文化市民局運営の総括表

平成２６年度重点取組

取組名
基本方針・重点方針

14 生活安全施策の推進 くらし安全推進課

勤労福祉青少年課21

「真のワーク・ライフ・バランス」推進計
画の推進

男女共同参画推進課

7,333

くらし安全推進課

19

くらし安全推進課

京都市路上喫煙等の禁止等に関する
条例

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推
進

　文化財や伝統文化の保存・
　継承及び文化芸術の振興
　を通じた文化芸術都市の
　創生

京都文化芸術都市創生計画の推進

第４次京都市男女共同参画計画きょうと男
女共同参画推進プランの推進

4

5

13

区政改革の推進

12

16

　地域力を活かした参加と
　協働によるまちづくりの
　推進及び安心・安全な
　地域社会の実現

 ２


