
目標 計画・条例等 実績 備考 所属

1 ロームシアター京都オープニング事業 ・　オープニング・プレ事業及びオープニング事業の実施
京都文化芸術都市創生計画
京都文化芸術プログラム２０２０

・オープニング・プレ事業の実施（小澤征爾音楽塾二条
城特別演奏会（平成２７年９月）等）
・オープニング事業の実施（開館記念式典・記念公演
（平成２８年１月）等）

文化芸術企画課

2 京都会館再整備事業 ・　整備工事の実施（平成２７年８月竣工）
京都文化芸術都市創生計画
京都文化芸術プログラム２０２０
京都会館再整備基本計画

・竣工（平成２７年８月）
・開館（平成２８年１月）

文化芸術企画課

3 京都市美術館再整備事業 ・　基本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基本設計の取りまとめ（平成２８
年３月）
・第Ⅱ期埋蔵文化財発掘調査（平成２７年１０月～平成
２８年３月）

文化芸術企画課
美術館

4
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（仮称）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」の開催（２４８名参加，
冊子１０，０００部発行）
・「アーティスト・イン・レジデンスシンポジウム
２０１６」の実施（１２０名参加）
・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（２０箇所，１，２８６名参
加）

文化芸術企画課

5
「まち・ひと・こころが織り成す京都遺
産」制度の創設

・　京都の多彩な文化遺産をテーマやストーリーで抽出し，
　「京都遺産」として魅力を発信
・　審査会を開催し，制度の創設及びリストの選定を実施

・「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度の創
設（平成２８年１月）
・制度創設記念シンポジウムの開催（平成２８年３月）

文化財保護課

6 琳派四〇〇年記念事業の実施
・　琳派四〇〇年記念事業「琳派国際フォーラム」及び
　記念展覧会の開催

・「琳派４００年記念古典の日フォーラム２０１５」，
「琳派４００年記念祭「国際シンポジウム」」，記念展
覧会などを開催

7 大政奉還１５０周年記念プロジェクト
・　事業実施に向けた関連自治体との協力体制の構築
・　参画自治体，関係団体で構成する準備委員会の設置（１０月）
・　ホームページの開設（１０月）

・幕末維新に京都で活躍した先人たちを縁とする都市に
対して事業への参画を呼びかけ
・大政奉還１５０周年記念プロジェクトのホームページ
を開設（平成２８年３月３１日）

8 東アジア文化都市の開催準備
・　２０１７年の事業実施に向けた基礎調査及び
　開催都市間の意見交換・調査等の実施

・東アジア文化都市２０１７準備委員会の設立
・総会の開催（平成２８年３月２２日）

9
京都文化力プロジェクト２０１６－２０
２０の開催準備

・　京都市，京都府，商工会議所等で構成する推進委員会による
　基本構想の策定，実行委員会の立上げに向けた準備

・第３回推進委員会において，基本構想を策定（平成２
８年３月）
・国の名称に合わせて，「京都文化力プロジェクト２０
１６－２０２０」に名称決定

10 新「京都市動物園構想」の推進
・　「京都の森」，「ゾウの森」，「学習・利便施設」等の
　整備工事の実施（平成２７年度末完了）

京都文化芸術都市創生計画
京都文化芸術プログラム２０２０
共汗でつくる新「京都市動物園構
想」

・新「京都市動物園構想」に基づく再整備の完了
・グランドオープン式典（平成２７年１１月）

動物園

11 世界遺産・二条城本格修理事業
・　東大手門の基礎工事，屋根（瓦）工事，左官工事，
　番所工事等の実施

京都文化芸術都市創生計画
京都文化芸術プログラム２０２０

・東大手門の基礎工事・木工事・屋根（瓦）工事・左官
工事，番所の仮設工事等を実施

12 二条城東側空間整備事業 ・　基本設計，実施設計，駐車場整備工事（第１期）等の実施
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

・基本設計及び埋蔵文化財発掘調査，周辺住民への説明
会(全２回)を実施

※「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

文化芸術企画課

京都文化芸術都市創生計画
京都文化芸術プログラム２０２０

元離宮二条城事務所

平成２７年度　文化市民局運営の総括表

平成２７年度重点取組

取組名
基本方針

　伝統文化や文化財の保存・
　継承及び文化芸術の振興
　を通じた文化芸術都市の
　創生
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⑴　「京都市地域コミュニティ活性化推進計画」の点検・見直し
　　部会等の設置，新たな推進計画の策定

・京都市地域コミュニティ活性化推進審議会等の意見を
踏まえ，「京都市地域コミュニティ活性化推進計画」を
改定（平成２８年３月）

⑵　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６００件

・地域コミュニティサポートセンターを運営（平成２７
年度相談件数５８８件）

⑶　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

・自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイトを運
用（平成２７年度アクセス数８０，４９７件）

⑷　地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度の実施
　　助成件数目標値４２件（１区・支所当たり平均３件）

・地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度を
実施（平成２７年度助成件数４２件）

⑸　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
　地域課題の解決の促進と地域コミュニティ活性化の推進

（公財）京都地域創造基金と協働して実施
（平成２７年度実績）
採択事業：４事業
・寄附募集額（目標）：合計 ９２５，５００円
・寄附実績額（結果）：合計 ８３２，６８２円

2 区行政の総合的な推進

・　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
　　同予算を通じて各区基本計画の推進を図る
・　地方自治法の改正等を契機とした更なる区行政の推進
　　区の事務所が分掌する事務の条例化（平成２７年度中）

―

・「区民提案・共汗型まちづくり支援提案予算」による
事業の実施（区民提案型支援事業２９７事業支援，共汗
型事業１４５事業実施）
・「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～」の策定，京都市区役所事務分
掌条例の制定（いずれも平成２８年３月）

3 京北地域活性化のビジョンの推進
・　民間事業者や地域住民等との協働によるビジョンの策定
　（２７年７月）及びビジョンの具体化に向けた事業手法等の
　調査・検討

―

・「京都京北未来かがやきビジョン」の策定（平成２７
年８月）
・「京都市過疎地域自立促進計画（平成２８年度～３２
年度）」の策定（平成２８年３月）

4
マイナンバーの通知及び個人番号カード
交付事務

・　マイナンバーの通知（平成２７年１０月開始予定），
　個人番号カード交付（平成２８年１月開始予定）

―

・マイナンバーの通知開始（平成２７年１０月）
・個人番号カード交付開始（平成２８年１月）
　個人番号カード交付件数：１１，６７６枚
　　　　　　　　　　　　（平成２８年３月末時点）

5
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

・　先行実施行政区である右京区と伏見区の取組をモデルとして，
　各行政区へ運動の展開
・　防犯カメラ設置促進補助事業や青色防犯パトロール事業，
　防犯優良賃貸マンション・アパート認定制度（仮称）の
　周知等の実施

「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

・先行実施行政区である右京区と伏見区において，区版
運動プログラムに基づき，区の現状や課題に応じた取組
を実施
・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（７５団体，２１６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（４５団体，８２台）
・青色防犯パトロール委託事業　１１２日
・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

全行政区で，市民や観光旅行
者等の安心・安全への取組を
展開する。
また，地域団体､事業所等を
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

6
繁華街における飲食店等による客引き行
為等対策の推進

・　京都市客引き行為等の禁止等に関する条例の施行
　（平成２７年４月１日から）
・　客引き行為等禁止区域の指定，客引き行為等対策指導員による
　指導，命令等の実施，自主的な取組に対する支援等の実施
　（平成２７年９月１日から施行）

京都市客引き行為等の禁止等に関す
る条例

・「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」を施行
（平成２７年４月１日）
・市内中心部等を客引き行為等禁止区域に指定し，平成
２７年９月１日から当該区域内における客引き行為等を
全面的に禁止
・客引き行為等禁止区域において，違反者に対する指導
等を実施するとともに，商店会等が実施する自主的なパ
トロール等に対する支援を実施

条例施行前に比べ，客引き行
為を行う行為者数はおよそ半
減したものの，一部では違反
行為を繰り返す事業者等があ
り，引き続き指導等に努め
る。
また，客引き行為等禁止区域
以外の地域においても客引き
行為等を行う者があるとの通
報等があり，今後，商店街や
地元住民と連携した対策を推
進するとともに，新たな禁止
区域の指定も視野に入れた検
討を行う。

7 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
・　年齢階層やライフスタイルに応じた方法や場での
　消費者教育など，京都市消費者教育推進計画に基づく取組の推進

京都市消費生活基本計画
京都市消費者教育推進計画

・相談時間の延長，土・日・祝日電話相談やインター
ネット相談等を引き続き実施
・「消費生活フェスタ２０１５」（平成２７年１１
月），「南光さんと一緒に落語で考えよう！消費者問
題」（平成２７年１２月）を開催
・小学校で実施されている買い物学習において活用する
ため，小学校家庭科教育研究会と連携して，消費者教育
教材「買い物シミュレーション学習キット」を作成
・高校生・大学生等の年齢階層に対する消費者教育・啓
発を推進するため，若者向け消費者教育冊子「知っ得！
消費者トラブル　京都買い物語」を作成（２５，０００
部）し，市内大学等に配布

消費生活総合センター

地域コミュニティ活性化策の推進1

　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

くらし安全推進課

京都市地域コミュニティ活性化推進
計画
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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（日本語及び外国語による
　案内マップの作成，ホームページ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（４９８件）
・人権総合情報誌の発行（平成２７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２０１６」の開催（１月，参加者数４７２名）や企
業向け人権啓発講座（全１０回，参加者数延べ７８３
名）の開催等の学習機会の提供
・人権啓発活動補助金の交付（１６件）等の市民の自主
的な取組の支援，企業に対する啓発事業の実施
・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２７年１０月）
・新たに「人権ゆかりの地」２３箇所を掲載した案内
マップを4箇国語（日・英・中・ハングル）で発行（平成
２８年３月）

平成２７年２月に策定した新
たな人権文化推進計画におい
て重点的に取り組むとしてい
る「広報」については，新た
にフェイスブックページを開
設し，より幅広い情報発信を
行うことができた。その他，
イベント・講座による学習機
会の提供や，市民の自主的な
啓発活動の支援等，様々な手
段により市民及び企業等への
啓発を行うことができた。

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
・　２６年度に実施した「男女共同参画に関するアンケート」及び
　「配偶者等からの暴力に関する市民意識調査」の調査結果を
　踏まえたプランの見直し及び改定版の策定

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」

・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」改定版を策定（平成２８年３月）

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

・「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４６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。

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

・「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）
・推進企業表彰を実施（市長賞１社　特別賞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。

⑶　「真のワーク･ライフ･バランス」の普及啓発
　　ＦＭラジオ等の広告媒体の活用

・エフエム京都の番組内でＤＪによる「真のワーク・ラ
イフ・バランス」関連事業の告知を１日１回程度実施
（年間で実施）
・「京都ワーク・ライフ・バランスウィーク（１１月
１９日～２５日）に合わせ，１１月１８日から２５日ま
で地下鉄（烏丸線，東西線）の車両内で中吊り広告を実
施

「真のワーク･ライフ・バラ
ンス」の考え方の周知に繋
がった。

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

・「京都婚活２０１５」の実施（募集３００名に対し応
募１，２７３名）
・婚活推進事業支援補助金の交付（４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。

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

・「子ども・若者総合相談窓口」による相談受付数：
４７０件

適切な支援機関の紹介や情報
提供，助言を行うとともに，
複数の支援機関による関わり
が必要なケース等について
は，支援コーディネーターへ
引き継ぐことができた。

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

・支援コーディネーターによる支援ケース数：１０８件

地域協議会の構成機関等との
連携の下，一人ひとりの状況
に応じた支援を行うことがで
きた。

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２０１６」を開催

・ランナー１６，０００人，スタッフ・ボランティア約
１５，３００人，応援者約５０２，６００人の参加のも
と，２月２１日に第５回大会となる「京都マラソン
２０１６」を開催

2
西京極総合運動公園の計画的改修(府市
協調)

・　大型映像装置の改修工事，メインスタンド屋根設置に係る
　実施設計及び新メインゲートの設置工事の実施

・府市協調で進めるスポーツ施設整備「西京極総合運動
公園陸上競技場兼球技場の計画的改修」として大型映像
装置の更新，新メインゲートの設置を実施

3
水垂運動公園（仮称）整備基本計画の見
直し

・　整備基本計画の見直し，事業スケジュールの検討
・水垂運動公園（仮称）の整備に向けての検討を進め，
整備基本計画の見直しに着手

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

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」

　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

市民スポーツ振興室
　スポーツの絆が生きる
　まちづくりの推進

勤労福祉青少年課4 子ども・若者総合支援事業

「真のワーク・ライフ・バランス」推進
事業

男女共同参画推進課
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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
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