
 - 3 - 

３ 平成２６年度に文化市民局が重点的に取り組む事業 

 

文化市民局は，次の重点方針に基づき，以下の事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

京都文化芸術都市創生計画の推進  
伝統的な文化芸術を継承・発展させ，世界に向けて発信するとともに，文化財の保

存や活用，新たな人材を育成するための創造環境整備，様々な分野の連携を図るネッ

トワークづくりなど，文化芸術による魅力あるまちづくりを進めます。 

 

１ 京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）の策定    文化芸術企画課 

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）」を策定します。 

また，リーディング・プロジェクトとして，東京オリンピック等の機会に，市指定・登録文化財

建造物等の一般公開するために必要な修理を６年計画で集中的に支援し，京都の魅力発信に努める

とともに，大学生など若者を対象とする「伝統文化体験の日（仮称）」を実施します。 

 

２ 若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり      文化芸術企画課 

京都で学んだ若い人材が，京都にとどまり成長していける環境を整えるため，既存の町家や小学

校跡地施設等を活用し，居住・制作・発表の場づくりを行います。 

 

３ ロームシアター京都再整備事業              文化芸術企画課 

再整備後のロームシアター京都が文化芸術の創造・振興及び人々 

が集う憩いの場となるとともに，建物の安心・安全の確保やバリア 

フリー充実など現代のニーズに応えられる会館となるよう，平成 

２８年１月の開館を目指し，取組を進めます。 

 平成２６年度は，引き続き建設工事を実施するとともに，オープ 

ニング事業等の準備・実施を行います。 

 

 

 

 

【平成２６年度重点方針】 

１ 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 

２ 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 

３ 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 

４ スポーツの絆が生きるまちづくりの推進 

１ 

ロームシアター京都イメージ 
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４ 文化芸術に親しむ機会の提供               文化芸術企画課 

 市民の誰もが文化芸術に親しむことができるよう，文化芸術の 

鑑賞，体験，発表の場や芸術家等との交流の場を提供するため， 

広く民間の文化芸術団体の活動とも連携しながら，様々な催し等 

を開催します。 

 また，平成２６年度は，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，文化芸術を国内外へ伝え 

るため，「京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）」を策定し， 

「伝統文化体験の日（仮称）」等を実施します。 

関連事業 京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）の策定及びリーディングプロジェクトの実施

【新規】，京都文化祭典の開催，京都国際現代芸術祭の開催，琳派四〇〇年記念事業の

実施【新規】，京都国際映画祭との連携【新規】 など 

 

５ 文化財の保存と活用                   文化財保護課 

 京都市内に数多く存在する貴重な文化財の保存，活用に努める 

とともに，文化財保護の普及・啓発事業等にも取り組みます。 

 また，独自の制度によって，価値ある有形・無形の文化遺産を 

守り，その価値を再発見，再認識し，内外に魅力を発信します。 

関連事業 祇園祭後祭復興支援【新規】，京都市の文化的景観推 

     進事業【新規】，世界遺産「古都京都の文化財」登録 

     ２０周年記念事業【新規】，“京都を彩る建物や庭園” 

     ランクアップ助成制度【新規】，“京都をつなぐ無形 

     文化遺産”制度の運用 など 

 

６ 京都市美術館再整備事業                     美術館 

   平成２５年度に開館８０周年を迎えた京都市美術館が，今後と 

  も国内外の人々を魅了する世界に誇る美術館となるよう，近代建 

  築として高い評価を得ている現在の建物を活かしつつ，時代の変 

  化に適応した機能の充実を図ります。 

   平成２６年度は，「京都市美術館将来構想（平成２６年３月策定）」

の具体化に向けた検討，整備基本計画策定及び埋蔵文化財調査等 

  を実施します。 

 

７ 新「京都市動物園構想」の推進                  動物園 

 平成２１年度に策定した共汗でつくる新「京都市動物園構想」 

に基づき，「いのちにふれる憩いの場」，「種の保存等自然保護へ 

の貢献」，「環境教育」，「研究」という使命を果たすことのできる 

環境づくりや環境配慮型の施設等となるよう整備を行います。 

 平成２６年度は，ゾウの森，京都の森，学習・利便施設等を整 

備します。  

 また，ゾウの繁殖プロジェクトとして，ラオスから子ゾウ４頭 

を導入し，アジアゾウの研究・繁殖に取り組みます。 

京都市美術館（外観） 

アフリカの草原 

京都岡崎の文化的景観 

 

京都文化祭典（市民ふれあいステージ） 
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８ 元離宮二条城の保存と活用              元離宮二条城事務所 

 世界遺産・二条城の文化財としての価値を守り，京都の代表的 

な文化観光施設として，観覧者の安心安全を確保するため，耐震 

補強等の修理事業を平成 23年度から４２年度（20年）にかけ 

て実施します。 

 また，現在，主として駐車場に利用している二条城東側空間に 

ついて，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・快適性の確保を目的とした整備を行います。 

  関連事業 世界遺産・二条城本格修理事業，二条城東側空間整備事業【新規】，ライトアップ等の

イベントの開催 など 

 

その他の事業 

京都文化芸術コア・ネットワークの整備                    文化芸術企画課 

 市指定文化財等保存修理                            文化財保護課 

 特別天然記念物オオサンショウウオの緊急生息調査                文化財保護課 

 重要文化財旧三井家下鴨別邸（旧家庭裁判所宿舎）の保存修理・活用        文化財保護課 

 

 

区政改革の推進  

各区の個性を活かした魅力あるまちづくりの拠点としての区役所機能の強化とと

もに，市民の目線で良質なサービスを提供する区役所づくりを推進します。 

 

９ 区民主体のまちづくりの推進                地域自治推進室 

区長・担当区長が先頭に立って，区民の自発的，主体的な行動をしっかり支えていく協働の仕組

みとして，区民との共汗により，区のまちづくりを推進していけるよう，その編成を区長・担当区

長に委ねる予算システム「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」を活用し，各区基本計画の

実現や地域課題の解決に取り組みます。 

関連事業 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」 

 

10 区役所におけるサービス向上に向けた取組の推進     地域自治推進室 

平成 24 年度から引き続き，戸籍情報をデータ化し，戸籍電算システムを導入することにより，

市民サービスの向上及び行政事務の効率化を図ります。（５箇年事業） 

  関連事業 戸籍事務のコンピュータ化  

 

 

 

 

１ 

元離宮二条城（外観） 
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11 区役所の総合庁舎化の推進               地域自治推進室 

   利便性の向上や総合的なまちづくりを進めるために，地域力推 

  進室，区民部及び福祉部と保健部が分散して立地している上京区 

役所の総合庁舎整備を進めます。 

  関連事業 上京区総合庁舎整備事業 

 

 

 

 

地域コミュニティ活性化及び市民活動支援施策の推進 

誰もが地域活動に参加したくなるきっかけづくり，地域コミュニティや市民活動団

体と行政の連携の仕組みづくり，地域における様々な居場所や活躍の場づくりなど，

地域の自主的，自立的な地域運営の充実やＮＰＯ等の活動促進を図るため，行政が側

面から支援し，地域やＮＰＯ等が主体となる社会を構築します。 

 

12 地域コミュニティ活性化策の推進           地域自治推進室 

   平成２４年４月に施行した「京都市地域コミュニティ活性化推 

  進条例」に基づき，地域における絆の大切さを多くの市民に理解 

  していただくための広報・啓発等に取り組みます。 

   また，自治会・町内会の運営や地域の課題についての相談に応 

  じる「地域コミュニティサポートセンター」の運営や，情報発信 

  サイト「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」の運 

  用等について，引き続き取組を進めます。 

関連事業 地域コミュニティの大切さを共有するためのリーフレ 

     ットの作成・発行，地域活動支援制度の運営，地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業，

地域コミュニティ活性化に功績があった事業者への顕彰【新規】 など 

 

13 ＮＰＯ法人等の市民活動支援施策の推進          地域自治推進室 

ＮＰＯ法人の活動基盤の強化に向けて，公益活動が安定的かつ発展的に継続できるよう，本市，

京都府，金融機関及び中間支援団体の協働により創設した利用しやすいＮＰＯ法人活動資金融資利

子助成制度や，「地域団体とＮＰＯ法人との連携」をテーマに，地域コミュニティの活性化を図り，

地域社会から支援を得て実施する事業について，市民の寄附と同額を市が補助するマッチングファ

ンド方式による助成制度を運用します。 

  関連事業 ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度，（再掲）地域団体とＮＰＯ法人の連携促進 

       事業，条例による個別指定制度の運用 など 

 

その他の事業 

 地域活動や市民活動団体の担い手の育成                   地域自治推進室 

 

 

２ 

上京区総合庁舎イメージ 

啓発リーフレット 
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安心・安全のまちづくりの推進 

警察その他の関係機関が連携し，犯罪及び事故を未然に防ぐとともに，市民や事業

者に対して必要な情報提供，支援を行うことで，安心・安全なまちづくりを推進しま

す。 

 

14 生活安全施策の推進                くらし安全推進課 

   街頭犯罪の発生抑止に資する街頭防犯カメラを設置する地域団 
体に対し，その経費の一部を補助する京都市街頭防犯カメラ設置 

促進補助事業を推進します。 

 また，繁華街における客引きへの対策を検討します。 

 関連事業 街頭防犯カメラ設置促進補助事業，暴力団排除条例の 

      推進，学区の安心安全ネット継続応援事業 など 

 

 

15 京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進     くらし安全推進課 

   市民等が「市内全域で路上喫煙等はいけない。」との認識を共有して喫煙マナーの向上を図り，

安心・安全なまちはもとより，ポイ捨てがない美しいまち，歩いて楽しいまちの実現を目指します。 

   路上喫煙等禁止区域では，路上喫煙等監視指導員が巡回指導し，違反者には１千円の過料を科す

など路上喫煙の防止に努めています。また，「市内全域で路上喫煙はいけない。」との認識をさらに

浸透させるため，市民や事業者等との共汗により喫煙マナーの向上を図る「たばこマナー向上活動

団体」制度の本格実施に取り組みます。 

  関連事業 路上喫煙等禁止区域に関する取組，「たばこマナー向上活動団体」制度等のマナー啓発

の推進【新規】 など 

 

16 交通安全対策の推進                  くらし安全推進課 

   市民，事業者，警察等との連携の下，交通事故防止に関する啓発

活動に取り組むなど，市民一人ひとりの交通安全意識の普及及び高

揚を図ります。 

   また，平成２５年７月１日から施行した「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」の充実を図るた 

  め，高齢者や自転車利用者に対する交通安全啓発等を充実します。 

  関連事業 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【新規】，ＴＳマークの普及・促進， 

       自転車の安全利用の促進 など 

 

17 京都市消費生活基本計画の推進          消費生活総合センター 

   消費者被害の防止や消費者の自立支援を図るため，消費生活相談機能の強化，様々な媒体を用い

た情報の発信や消費者のライフステージに応じた消費者教育・啓発の推進に取り組みます。 

   平成26年度は，今後の更なる消費者教育の充実を図るために消費者教育推進計画を策定します。 

 

 

 

３ 

スケアード・ストレイト方式による交通安全教室  

街頭防犯カメラ設置例 
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その他の事業 

 市民との協働による野生鳥獣被害対策                    地域自治推進室 

 犯罪被害者支援策の推進                          くらし安全推進課 

 

 

    京都市人権文化推進計画の推進 

市民の日々の暮らしの中に人権を大切にし，尊重しあう習慣が根付いた「人権文化」

を構築します。 

 

18 京都市人権文化推進計画の推進              人権文化推進課 

「人権文化の息づくまち・京都」の実現を目指して，市民や団体，事業者等と一体となって人権

施策を推進するとともに，平成２６年度で終了する人権文化推進計画の次期計画を策定します。ま

た，地域改善対策奨学金等の返還事務を進めるとともに，市立浴場の統廃合及び新たな運営体制等

を検討します。 

  関連事業 市民及び企業等を対象とした人権啓発事業，地域改善対策奨学金等返還事務，市立浴場

のあり方検討 など 

 

 

    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  

ＤＶ等の女性への暴力対策，固定的性別役割分担意識の解消，更には真のワーク・

ライフ・バランスの推進など，男女共同参画を総合的，計画的に推進します。 

 

19 ＤＶ対策事業                     男女共同参画推進課 

京都市ＤＶ相談支援センターにおいて，初期の相談から長期に 

わたる自立生活促進に向けた支援まで，継続的な被害者支援を関 

係機関と連携を図りながら重点的に取り組みます。 

関連事業 京都市ＤＶ相談支援センターの運営，ＤＶ根絶のため 

     の市民への普及啓発 など 

 

 

その他の事業 

 男女共同参画に関する市民・企業への啓発事業                男女共同参画推進課 

 ウィングス京都開館２０周年記念事業【新規】                男女共同参画推進課 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

ＤＶ相談支援センター相談室 



 - 9 - 

    「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画の推進 

「真のワーク・ライフ・バランス」の推進に意欲的な企業への補助金制度の運用や

表彰などを行うとともに，市民ひとりひとりが仕事や家庭生活，社会貢献などにお

いて，生きがいと充実感を得て人生が送れる「真のワーク・ライフ・バランス」の

推進に向けた取組を進めます。 

 

20 「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 
    

   仕事，家庭，地域・社会での「つながり」を大切にし，そこで 

  求められる役割や責任を果たすことで，心豊かな人生を送ること 

  を目指して，「真のワーク・ライフ・バランス」を推進する市民や 

  企業等の取組を応援するための支援施策に取り組みます。 

  関連事業 「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」に目覚める企 

       業を増やすプロジェクト，「真のワーク・ライフ・バラ 

       ンス」コーディネート窓口の設置，京都市婚活支援事業の拡充 など 

 

 

   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  

社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する子ども・若者を支援するための体制等

を整備し，青少年が「生きる力」を身につけ，社会を構成する担い手として様々な分

野に挑戦し，活躍しながら大人へと成長することを支援します。 

 

21 青少年の成長・自立に向けた取組の推進         勤労福祉青少年課 

ユースサービス（青少年の自己成長の支援）を基本理念に，青 

少年が子どもから責任ある大人へと成長していくことを支援し， 

「若き市民」が社会を形成する主体であることを認識し，青少年 

の持つ多様な感性が自主的活動として発揮されるよう，社会全体 

で見守り，支援します。 

関連事業 京都市青少年活動センターの運営，青少年モニター制 

     度の実施，若者サポートステーション事業 など 

 

22 子ども・若者総合支援事業                勤労福祉青少年課 

子ども・若者育成支援推進法に基づき，関係機関と一体となっ 

て，ニート，ひきこもり，不登校等，社会生活を円滑に営むうえ 

での困難を有する子ども・若者の社会的自立に向けた総合的な支 

援に取り組みます。 

  関連事業 子ども・若者総合相談窓口や子ども・若者支援地域協 

       議会の運営，ひきこもり地域支援センターの運営，ピ 

       アサポーター養成・派遣事業 など 

３ 

４ 

真のワーク・ライフ・バランスのロゴマーク 

子ども・若者総合相談窓口 

青少年活動センターにおける異文化交流事業  
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「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 

    「するスポーツ」「みるスポーツ」「支えるスポーツ」の観点から「だれもが，いつ

でも，どこでも，いろんな形でスポーツに親しめる環境を，みんなで支えあう「スポ

ーツごころ」を結ぶまちづくり」を進めます。 

 

23 京都マラソンの開催                  市民スポーツ振興室 

   京都マラソンを，「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，「京都御苑（御所）」 

  や「京都市役所」を眺めながら走ることができる丸太町通や河 

  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」を開催します。 

 

 

 

24 大規模国際大会の招致等               市民スポーツ振興室 

   平成３２（２０２０）年の東京オリンピック・パラリンピック開催の前後に開催される，ラグビ

ーワールドカップ２０１９及び関西ワールドマスターズゲームズ２０２１の京都開催に向け招致

等に取り組みます。 

  関連事業 ラグビーワールドカップ２０１９の招致の推進【新規】，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 

 

25 スポーツ施設等の整備                市民スポーツ振興室 

   より快適なスポーツ環境を市民の皆様に提供できるよう，老朽化 

  した施設の整備等を進めます。 

  関連事業 府市協調による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，宝が 

       宝が池公園体育館（仮称）整備，宝が池公園球技場夜間 

       照明の整備【新規】 など 

 

その他の事業 

 京都スポーツの殿堂                           市民スポーツ振興室 

市民スポーツフェスティバル                       市民スポーツ振興室 

 地域スポーツ振興事業                          市民スポーツ振興室 

  

 

 

 

５ 

京都マラソン２０１４ 

 

西京極総合運動公園整備 
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４ 「京都市職員コンプライアンス推進指針」に基づく取組の推進 

   

 文化市民局では，市民に信頼される行政運営を行うため，「京都市職員コンプライアンス

推進指針」に基づき，コンプライアンスを常に意識し，実践する組織風土の実現に取り組

みます。 

 ＜主な取組＞ 

   ○ 主に実務担当者を対象とし，法令の順守，適正な業務遂行などを目的とした「文化市民局実

務担当者研修」を実施します。【毎年６月頃】 

   ○ 適正な服務の確保や業務遂行を目的とし，出勤状況や公金の管理などについて服務監察担当

が職場査察を実施し，職員の自覚を促すとともに，一層の服務規律の徹底，公務員倫理の保持

に努めます。【年４回実施】 

 


