
目標 計画・条例等 実績 備考 所属

1
文化庁を迎える京都にふさわしい文
化政策の立案・展開

・　次期京都文化芸術都市創生計画（対象期間：平成２９年度か
ら
　１０年間）の策定

・第２期 京都文化芸術都市創生計画を策定（平成２９年３月）
　【対象期間：平成２９年度から１０年間】
・京都文化芸術プログラム２０２０（平成２７年２月策定）を京都文化芸術ブログラム
２０２０＋へバージョンアップ（平成２８年８月）

2
京都文化芸術プログラム２０２０を
牽引する重要事業

・　「京都・和の文化体験の日」の開催
・　アーティスト・イン・レジデンス連携拠点事業の実施
・　学校教育をはじめ，あらゆる機会を通じた伝統的な文化芸術
に
　触れる取組の実施

・「京都・和の文化体験の日」を実施（４８１名参加，冊子１万部発行）
・「ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業」を４０箇所で実施
・市内の中学生を対象に，能楽堂など本格的な舞台で「能」「狂言」「邦楽と邦舞」な
ど伝統芸能の魅力に触れる公演鑑賞事業「ようこそ和の空間 伝統公演とくべつ授業」
を新たに実施（８校８４９人が参加）
・アーティスト・イン・レジデンスシンポジウム2017を開催（平成２９年２月）
「KYOTO ARTIST IN RESIDENCE Alliance Festival」(冊子)にて連携施設を掲載（平成
２９年１月）

3
京都文化力プロジェクト２０１６－
２０２０の実施

・　実行委員会を組織し，実施計画を策定

・京都文化力プロジェクト実行委員会を組織（平成２８年５月）
・実施計画（総論）を策定（平成２８年１０月）
・大学生を対象としたコンテスト，ワークショップの開催（総参加者数１６０名）や機
関誌の発行，ポータルサイト運営等を実施

4 東アジア文化都市２０１７の実施 ・　プレ事業の開催，オープニング事業の実施

・プレ事業の開催（プレシンポジウム，オーケストラKYOTO!，アジア食回廊，PikaPika
ワークショップ）（平成２８年１１月，総参加者数約６００人）
・オープニング事業の実施（開幕式典・歓迎レセプション，日中韓食文化シンポジウ
ム，伝統芸能公演）（平成２９年２月～３月，総参加者数約２，４００人）
・事業計画の策定（平成２９年３月）

5
大政奉還１５０周年記念プロジェク
トの実施

・　実行委員会を設立のうえ，プレ事業及びオープニング事業の
実施

・「大政奉還１５０周年記念プロジェクト京都市運営委員会」を設立（平成２８年６
月）
・「京の七夕」や「二条城まつり」とタイアップしたプレイベントを開催
・大政奉還の表明から１５０年を迎えた平成２９年１月にオープニング事業として幕末
維新にゆかりを持つ都市と「幕開け宣言」を行うとともに，記念シンポジウムを開催し
たほか，参画都市の周遊促進を図る「幕末維新スタンプラリー」を開始するなど，都市
間交流連携事業等を実施（平成２９年１月）

6
スポーツ・文化・ワールド・フォー
ラムの開催

・　京都会場のイベント実施

・東京オリンピック・パラリンピック等に向けたキックオフイベントとしてのフォーラ
ムを京都及び東京で開催（平成２８年１０月）
・本フォーラムの一環として，初めて世界遺産である二条城の国宝・二の丸御殿を舞台
に文化イベントを開催（平成２８年１０月）

　京都会場での文化イベ
ントとして，初めて国
宝・二の丸御殿を会場
に，多彩な伝統文化の催
しを披露し，今後の文化
財活用のあり方を考える
全国の先駆的なモデル
ケースとなった。

7 伊藤若冲生誕３００年記念事業 ・　記念展覧会やシンポジウムなどの実施

・生誕３００年を記念し，若冲の魅力を語るシンポジウムや子ども向けのワークショッ
プ等を開催（総参加者数７，５４９人，市内の関連イベントを掲載した冊子を２万５千
部発行）
・展覧会「生誕３００年　若冲の京都　KYOTOの若冲」の開催（来場者数２２４，８２
１人）

文化芸術企画課
美術館

8
世界考古学会議（WAC）第８回京都
大会市民参加型講演会共催事業

・　市民参加型講演会の実施
・市民参加型講演会の実施
（平成２８年８月，参加者数約６００名）

文化財保護課

9
羅城門１０分の１模型移転プロジェ
クト支援事業（仮称）

・　移設・展示に向けた取組に対する支援等を実施 - ・平安京羅城門模型設置記念式典の実施（平成２８年１１月） 文化財保護課

10 京都市美術館再整備事業 ・　実施設計及び埋蔵文化財調査等の実施

京都文化芸術都市創生計画
京都文化芸術プログラム２０２０
京都市美術館再整備基本計画

・京都市美術館再整備工事に係る埋蔵文化財発掘調査
・ネーミングライツ契約締結（平成２９年２月）
・京都市美術館再整備工事契約締結（平成２９年３月）

文化芸術企画課
美術館

11
京都市動物園グランドオープン記念
事業

・　グランドオープン記念事業の実施
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」

・グランドオープン記念テレビの番組の放映
・ゾウ繁殖プロジェクトをテーマにラオス政府関係者等の講演会を実施
・特典付き年間パスポートの発行
・平成２８年度入園者数　９５１，９８３人

動物園

12 世界遺産・二条城本格修理事業

・　スポーツ・文化・ワールド・フォーラムに向けたおもてなし
機能
　の強化の実施
・　東大手門及び番所の保存修理等の実施

・東大手門：屋根工事・左官工事・金属工事等を実施（平成２９年３月完了）
・番所：屋根工事・左官工事等を実施

13 二条城東側空間整備事業 ・　実施設計，駐車場整備工事等の実施
・実施設計及び埋蔵文化財発掘調査を実施
・駐車場運営に係る地元住民との協定書締結
・各駐車場の整備工事を実施

14
鴨川・高瀬川地域の歴史遺産継承・
活用事業

・　市民向け講演会及び展示の実施 -

・資料整理・目録作成，デジタル撮影，研究会の開催
・連続講座「東山区今村家の歴史遺産」
　（参加者数３２１人，平成２８年９月～１０月）
・特別展「鴨川・高瀬川流域の人と暮らし―今村家文書の世界―」
　（来場者数３，６８９人，平成２８年９月～１０月）

歴史資料館

　伝統文化や文化財の保存・
継承をはじめ，あらゆる文化
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
京都文化芸術プログラム２０２０

文化芸術企画課

京都文化芸術都市創生計画
二条城東側空間整備基本計画 元離宮二条城事務所

平成２８年度　文化市民局運営の総括表

※「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

基本方針
平成２８年度重点取組

取組名
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1
「共汗で進める 新たな区政創生」
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」の実施
・　各種証明書のコンビニ交付サービスの早期導入に向けた調査及び検
討

共汗で進める　新たな区政創生～京都市
における区政の在り方について～

・「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」による事業の実施（区民提案型支援事
業３２３事業支援，共汗型事業１４８事業実施）
・各種証明書のコンビニ交付サービスの導入に向け，効果的・効率的なシステム導入方
法を検討

2 北部山間地域への移住促進事業
・　空き家活用による移住体験住宅の整備
・　移住促進の取組を実施する地域団体への支援の実施

京都　京北未来かがやきビジョン
京都市過疎地域自立促進計画
共汗で進める　新たな区政創生～京都市
における区政の在り方について～

・移住促進サイト「住むなら京都」内に「京の田舎暮らし」のページを開設
・北部山間移住相談コーナーの開設
・移住促進地域助成制度の創設（１２団体に交付）
・田舎暮らし体験住宅の整備（京北地域に２軒）

⑴　地域コミュニティの活性化に向けた新たな地域自治組織の検
討

・地域力アップ学区活動連携支援事業の開始（貞教学区，藤森学区）

⑵　自治会・町内会と幼・保・小・中・高・総合支援学校（ＰＴ
Ａ，学校運営協議会）等との連携の推進

・地域と学校を結ぶ東山開睛館（小中学校）ＰＴＡの地域理事の活動を紹介した地域コ
ミュニティ啓発冊子「京・きずな・まち」を発行
・自治会・町内会への加入促進について，ＰＴＡ新聞への掲載

⑶　住宅関連事業者等と連携した自治会・町内会への加入促進 ・自治会，町内会への加入促進に向けた住宅関連団体（４団体）との協定の締結

4
北部山間かがやき隊員（仮称）との
協働による地域活性化の推進

・　地域おこし活動等に取り組む「北部山間かがやき隊員（仮称）」の導入
京都　京北未来かがやきビジョン
京都市過疎地域自立促進計画

・「北部山間かがやき隊員」の採用（３名）
・「北部山間かがやき隊員」の追加募集（４名）
・北部山間地域魅力発信パンフレットの作成

5 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
・　世代やライフスタイル等に応じた消費者教育の推進

京都市消費生活基本計画
京都市消費者教育推進計画

・土，日，祝日の電話相談やインターネット相談等を引き続き実施
・センターホームページ及びフェイスブック・ツイッターの運用を開始し，センター相
談窓口や各種イベントの広報，悪質商法等の注意喚起を実施
・小学生を対象に，調理実習，体験学習を通じてモノができるまでの過程や社会問題を
学ぶ「素材から学ぶくらしの学校」を開催（平成２９年１月）
・実生活に即した場面で実践的・体験的に学べる中学生向け消費者教育教材「消費者市
民の育成を目指して」として「Ｔシャツを選ぼう！」及び「自転車事故から考えよ
う！」を作成
・高齢者等を対象に，消費生活に関する話題を分かりやすく伝えることを目的とした
「米團治さんと一緒に落語で考えよう！消費者問題」を開催（平成２８年１１月）

消費生活総合センター

6
世界一安心安全・おもてなしのまち
京都　市民ぐるみ推進運動

・　地域防犯活動や防犯環境整備事業など，全行政区での市民ぐるみ
推進運動の推進
・　全市事業として，防犯カメラ設置促進補助事業（事業者等向け）や広
報啓発事業等の実施

「世界一安心安全・おもてなしのまち京
都　市民ぐるみ推進運動」全市版運動プ
ログラム

・地域団体に対して防犯カメラの設置に要する費用の補助金を交付（９８団体，２７３
台）
・事業者等に対して防犯カメラの設置に要する費用の補助金を交付（５３団体，１０２
台）
・全行政区において，市民，区役所・支所，警察署等からなる推進組織を設置し，区版
運動プログラムに基づき，地域特性や課題に応じた取組（青色防犯パトロール，安心安
全マップ作成等）を実施
・全市的には振り込め詐欺等特殊詐欺被害防止対策など緊急的な対策を講じる必要のあ
る犯罪等の取組を実施

　各行政区で実施してい
る市民ぐるみ推進運動に
ついて，多角的な視点に
基づいたより効果的な取
組を展開する。
　また，地域団体，事業
者等を対象とする防犯カ
メラの設置に要する費用
の補助や振り込め詐欺等
特殊詐欺被害防止対策等
の取組も引き続き実施す
る。

くらし安全推進課

　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

地域自治推進室

3 地域コミュニティ活性化策の推進

京都市地域コミュニティ活性化推進計画
共汗で進める　新たな区政創生～京都市
における区政の在り方について～
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1 京都市人権文化推進計画の推進

・　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
・　「人権ゆかりの地」の発信（案内マップ（４箇国語）の配布，ソーシャル
メディア等を活用した情報発信）

京都市人権文化推進計画

・人権文化推進計画に基づく事業（４８８件）
・人権総合情報誌の発行（平成２８年５月，同年１２月）やフェイスブックを活用した
人権に関する情報の発信（随時）等の広報
・人権啓発イベント「ヒューマンステージ・イン・キョウト２０１７」の開催（平成２
９年１月，参加者数：６３４名）や企業向け人権啓発講座の開催（全１０回，参加者数
延べ６２２名）等の学習機会の提供
・人権啓発活動補助金の交付（交付件数：１６件）等の市民の自主的な取組の支援
・相談・救済に関する機関をまとめた「人権相談マップ」の発行（平成２８年１０月）
・「人権ゆかりの地マップ」の配布及び市ホームページへの掲載(配布実績：４箇国語
版（日・英・中・ハングル）合計１，２８０部)
・人権擁護委員と連携した人権啓発事業の実施（８区役所，３支所と連携）

　人権擁護委員の市民の
認知度が低いことが課題
であったため，各区役
所・支所において実施す
る人権啓発事業等におい
て新たに人権擁護委員と
連携し，積極的な周知・
広報を行った。

人権文化推進課

2
きょうと男女共同参画推進プランの
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」
（改定版）に基づく各種施策の実施

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」（改定版）

・平成２８年３月に策定した第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」（改定版）に基づき，「ＤＶ対策の強化」及び「仕事と家庭，社会貢献が調
和できる「真のワーク・ライフ・バランス」の推進」を重点分野とした各種施策を実施

⑴　「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画（改定版）の策定
　　平成２９年３月策定予定

・市民や経済団体等との意見交換会の実施（１２団体）
・インターネットアンケート調査の実施
・意見交換会やアンケート調査等で聴取した意見を踏まえ，「真のワーク・ライフ・バ
ランス」推進計画（改定版）を策定（平成２９年３月）

　計画の実効性を高める
ため，新たに毎年度の事
業計画を策定し，進捗確
認を行うこととするな
ど，取組の更なる推進を
図る。

⑵　「真のワーク・ライフ・バランス」応援・発信プロジェクト（実践エピソー
ド募集及び表彰）の実施
　　目標数：50件（プロジェクトで発信する実践エピソードの数）

・「真のワーク･ライフ・バランス」実践エピソード募集及び表彰（募集作品数５０
点，表彰３点）

　エピソードの募集を通
じて，「真のワーク・ラ
イフ・バランス」の考え
方の周知啓発に繋がっ
た。

⑶　中小企業を対象とした表彰制度や補助制度の実施による働き方改
革に向けた環境整備の推進

・「真のワーク･ライフ･バランス」推進企業支援補助金の交付（１８社）
・「真のワーク･ライフ･バランス」推進企業表彰を実施（市長賞１社）

　法定以上の育児・介護
休暇制度の導入など，企
業において，男女が共に
働きやすい職場環境整備
が促進された。また，他
の企業の模範として啓発
に活用している。

⑷　「真のワーク・ライフ・バランス」の普及啓発
　　オリジナルキャラクターを作成し，ポスター等による啓発の実施

・オリジナルキャラクター及びキャッチフレーズを公募し，応募作品の中から，最優秀
賞，優秀賞を各１点ずつ選定
・最優秀賞となったキャラクター，キャッチフレーズを今後の啓発に使用することと
し，啓発物を作成

　「真のワーク・ライ
フ・バランス」という言
葉の周知度や実現度の更
なる向上を図るため，今
後の啓発に活用してい
く。

⑸　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

　　　目標：イベント満足度90％以上を維持

・「京都婚活２０１６」の実施（募集３００名に対し応募９３６名）
・「クッキングde婚活」及び「きよみずde婚活」の実施（募集２１０名に対し応募７０
０名）
・婚活推進事業支援補助金の交付（３団体）

　結婚を望む未婚の男女
に出会いと交流の場を提
供した。また，民間団体
等が実施する婚活事業の
活性化に繋がった。

5 ＤＶ対策事業
・　ＤＶ相談支援センターの運営及び被害者支援事業の実施
・　デートＤＶ予防事業として，中学生や高校生等の若年層を対象とした
ＤＶＤによる啓発の実施

第４次京都市男女共同参画計画「きょう
と男女共同推進プラン」（改定版）（京
都市ＤＶ対策基本計画）

・ＤＶ相談支援センターを本市のＤＶ対策の中核的施設として，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，継続的な支援を実施
・中学生及び高校生を主な対象に，授業での活用を想定したデートＤＶ予防教材のＤＶ
Ｄを製作

　教育現場でのＤＶＤの
活用状況等を調査するな
ど，若年層への有効なＤ
Ｖ予防啓発の手法を検討
していく必要がある。

1 京都マラソンの開催
・　「走る人」，「応援する人」，「支える人」が一体となって京都全体を盛り
上げる総合スポーツイベントとして，「京都マラソン２０１７」を平成２９年２
月に開催

・２月１９日に第６回大会となる「京都マラソン２０１７」を開催
　【ランナー１７，２５２人，スタッフ・ボランティア約１万５千人，応援者約５２万
人】

2 スポーツウェブ京都の整備 ・　だれもが利用できるスポーツ情報網（スポーツウェブ）の整備 ・スポーツウェブ京都を立ち上げ，スポーツに関する情報の発信を開始

⑴　西京極総合運動公園の計画的改修（府市協調）
　陸上競技場兼球技場の諸室・トイレ等を改修するための実施設計及び
一部工事の実施

・管理諸室，トイレ改修に係る実施設計及び一部工事を実施

⑵　横大路運動公園の再整備・防災機能強化（府市協調）
　地質等の再調査を行い，整備計画等の一部見直しの実施

・横大路運動公園の再整備・防災機能強化に係る整備計画見直しを実施
・横大路運動公園の太陽光パネル型照明・かまどベンチを設置

⑶　宝が池公園体育館（仮称）整備
　埋設雨水管移設工事に係る調査及び設計の実施

・埋設雨水管移設工事に係る測量・詳細設計業務を実施

　すべての人が個人として
　尊重され，様々な分野で
　活躍できる共生社会の実現

男女共同参画推進課3
「真のワーク・ライフ・バランス」
推進事業

第４次京都市男女共同参画計画「きょう
と男女共同推進プラン」（改定版）
「真のワーク・ライフ・バランス」推進
計画

　スポーツの絆が生きる
　まちづくりの推進

京都市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」
（改訂版）

市民スポーツ振興室

3 スポーツ施設等整備

3


