
目標 計画・条例等 実績 備考 所属等

1
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）

京都文化芸術都市創
生計画

・　閉校施設を利用した制作室の使用
　　第三期：平成26年1月募集開始，平成26年4月から使用開始
・　若手芸術家等からの相談受付件数：270件

文化芸術企画課

2 京都会館再整備事業
・　埋蔵文化財調査，実施設計及び建築工事を実施するとともに，開館に向けた
　貸館予約受付の開始

京都文化芸術都市創
生計画

・　実施設計完了，起工式，再整備工事着工（平成25年9月）
・　貸館利用受付開始（平成26年1月）

文化芸術企画課

⑴　京都文化祭典の開催
　　京都文化祭典'13の開催

・　京都文化祭典’13の開催（平成25年9月15日～11月3日）
　　総観客動員数：880,000人

⑵　京都国際現代芸術祭（仮称）の開催準備
　　（社）京都経済同友会，京都府と連携し，平成27年2月～5月の開催に向けて，
　着実に準備を推進

・　プレイベント等の開催
　　オープンリサーチ6回
　　プレイベント(パブリックプログラム等16回　他)
　　参加者数：計12,461人

⑶　二条城で楽しむ古典芸能（仮称）
　　古典の普及に繋がる能の公演を二条城で開催

・　「二条城で楽しむ古典芸能～京一夜，国宝に浮かぶ能世界～」の開催
　　（平成25年9月22日18：00～二条城二の丸御殿台所)
　　入場者数：304人

⑴　「市民が残したい“京都をつなぐ無形文化遺産制度”」の創設
　　無形文化遺産（京料理）の審査・選定，審査会の開催

・　“京都をつなぐ無形文化遺産”制度の創設
・　「京の食文化―大切にしたい心，受け継ぎたい知恵と味」の選定（平成25年10月）
・　「京・花街の文化―今も息づく伝統伎芸とおもてなし」の選定（平成26年3月）

⑵　史跡岩倉具視幽棲旧宅の維持管理
　　旧宅の維持管理及び公開等

・　平成25年6月1日から一般公開を開始
　　入場者：総計5,860名（平成26年3月末現在）

⑶　祇園祭後祭復興支援
　　（公財）祇園祭山鉾連合会における祇園祭後祭りの復興に向けた取組の支援
　（巡行経路の検討及び動態予想調査の助成）

・　第1回祇園祭後祭巡行の復興に向けた協議会の開催（平成25年7月）
・　第2回祇園祭後祭巡行の復興に向けた協議会の開催及び
　平成26年からの後祭巡行復興が決定（平成25年8月）

⑴　美術館将来構想の策定
　　時代の変化に適応した機能の充実，求められる役割等を果たすため，
　美術館の将来構想を策定

・　京都市美術館評議員会からの答申や市民意見募集の結果を踏まえ，
　「京都市美術館将来構想」の策定（平成26年3月）

26年度には，整備基本計画の策定，埋蔵文化財調査に着手す
る。

⑵　美術館開館80周年記念事業
　　美術館開館80周年を記念し，記念展覧会及び記念式典を開催

・　１年を通じての記念展覧会の開催，オリジナルグッズの作成，
　80周年記念式典の開催

⑴　新「京都市動物園構想」の推進
　　「ゴリラ舎」，「学習・利便施設」，「京都の森」等の整備及び
　「ゾウの森」の設計等の実施

・　「ゴリラのおうち～樹林のすみか～」竣工（平成26年3月），「京都の森」着工
　（平成25年11月）及び「ゾウの森」の設計（平成25年10月）等の実施

⑵　動物園開園110周年記念事業
　　動物園開園110周年を記念し，来園者に「近くて楽しい動物園」を
　実感いただくため，記念イベントや記念品の製作等の取組を実施

・　動物園開園110周年を記念して，来園者に「近くて楽しい動物園」
　を実感いただくため，記念イベントや記念品の製作等の取組を実施

7
元離宮二条城の保存と活
用

・　世界遺産・二条城本格修理事業
　　平成23年度に着手した二の丸御殿唐門，築地塀に係る修理工事の完成を
　目指すとともに，引き続き取組を推進

京都文化芸術都市創
生計画

・　二の丸御殿唐門，築地塀に係る修理工事完了（平成25年8月） 引き続き，本格修理事業に取り組む。 元離宮二条城事務所

8
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」

―
・　「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」による事業を実施
　（平成25年度：区民提案型支援事業246事業の支援，共汗型事業136事業の実施など）
・　区民まちづくり会議の運営

地域自治推進室

⑴　窓口案内サービスの推進
　　窓口案内書出力システムの運用開始

― ・　転入手続等で来庁される方に対し，年齢等により他に必要な手続きを
　自動判定した案内書を出力する窓口案内書出力システムの運用開始（平成25年8月）

地域自治推進室

⑵　戸籍事務の電算化
　ア　戸籍情報等のデータ化完了及びシステムの運用開始（右京区）
　イ　戸籍情報等のデータ化作業に着手（左京区，伏見区）

―

【右京区】
・　戸籍情報等のデータ化が完了及びシステムの運用開始
　　（平成25年11月運用開始，平成26年3月完全稼働）
・　証明書発行コーナーにおいても取扱開始（平成26年3月）
【左京区，伏見区】
・　戸籍情報等のデータ化作業に着手
【北区，山科区，西京区】
・　戸籍情報等のデータ化作業に着手

右京区において事業の準備期間が短かったという教訓から，
事業開始時期の前倒しを検討し，当初の予定に加えて，北
区，山科区，西京区の戸籍情報等のデータ化作業に着手し
た。

地域自治推進室

10 区役所の総合庁舎化の推
進

・　上京区総合庁舎整備等事業
　　実施設計完了，埋蔵文化財調査完了，新総合庁舎建設

― ・　埋蔵文化財調査及び実施設計完了（平成25年7月）
・　新総合庁舎建設工事着手（平成25年8月）

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460件

・　地域コミュニティサポートセンターの運営
　　平成25年度相談件数：435件

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23,000件

・　「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」の運用
　　平成25年度アクセス数：59,142件

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）

・　「地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の予算を
　平成24年度から1.5倍に拡大して運用
　平成25年度助成件数：51件

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

・　（公財）京都地域創造基金と協働した制度の創設（平成25年7月）
・　10事業を採択して寄附金を募集，目標を上回る寄附金を獲得
　　寄附金額（目標）：合計2,027,800円
　　寄附金額（結果）：合計2,044,661円

⑴　ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度の創設
　　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

―

・　京都府，金融機関，（公財）京都地域創造基金と協働した「きょうとＮＰＯ
　支援連携融資制度」の創設（平成25年6月運用開始）
　　融資実績：　   　26件　 93,460,000円
　　（うち京都市内分 13件　 40,460,000円）
　　利子助成実績：　 15件　　  291,505円
　　（うち京都市内分　8件　　　 66,937円）

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

京都市地域コミュニ
ティ活性化推進計画

・　（公財）京都地域創造基金と協働した制度の創設（平成25年7月）
・　10事業を採択して寄附金を募集，目標を上回る寄附金を獲得
　　寄附金額（目標）：合計2,027,800円
　　寄附金額（結果）：合計2,044,661円

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

・　平成25年5月市会で2法人，同年9月市会で2法人を議会の議決を経て条例指定
・　条例指定後，全ての法人が認定ＮＰＯ法人に移行

・認定ＮＰＯ法人への移行を促進するという制度趣旨のも
と，円滑な制度運用が図られている。
・今後，寄附の促進に向け更なる情報発信等が必要となる。

平成２５年度　　　　　文化市民局運営の総括表

平成25年度重点取組

取組名
基本方針・重点方針

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

6 京都市動物園における取
組の推進

京都文化芸術都市創生計
画の推進

地域力を活かした参加と
協働によるまちづくりの
推進

区政改革の推進

地域コミュニティ活性化
及び市民活動支援施策の
推進

9
区役所におけるサービス
向上に向けた取組の推進

3
文化芸術に親しむ機会の
提供

4 文化財の保存と活用

5
京都市美術館における取
組の推進

11
地域コミュニティ活性化
策の推進

12 ＮＰＯ法人等の市民活動
支援施策の推進

京都文化芸術都市創
生計画

京都文化芸術都市創
生計画

京都文化芸術都市創
生計画

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」

京都市地域コミュニ
ティ活性化推進計画

文化芸術企画課

文化財保護課

美術館

動物園

地域自治推進室

地域自治推進室



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）

・　77団体（279台）から申請，選定の結果42団体（154台）に交付（全て設置済み）

⑵　暴力団排除条例の推進
　　本市の事務事業からの暴力団の排除と，市民や事業者への広報・啓発の推進

・　公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター主催「不当要求防止責任者
　講習」における講演
・　事業者向けリーフレット及び啓発物品の作成・配布

本市の事務事業からの暴力団の排除と市民及び事業者への周
知を図る。

⑶　安心安全青色防犯パトロール事業
　　パトロール車3台（原則各2名乗り込み）による巡回，駐留警戒等の実施

・　パトロール車4台（原則2名乗り込み）で，夜間の時間帯を中心に，
　パトロール，音声等による啓発，直接声掛けによる注意喚起等を実施

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

・　ポスター等の啓発物や路面標示等による標示，各区ふれあいまつり等の
　啓発活動や，観光雑誌での啓発を実施
・　過料徴収件数：4,380件

条例の実効性を確保するため，引き続き路上喫煙等監視指導
員による公正な過料徴収業務や指導を行うとともに，市民や
観光旅行者に対する啓発を実施する。

⑵　「たばこマナー向上活動団体」制度のモデル実施
　　24年度に認証した3団体のモデル実施の継続，検証

・　「たばこマナー向上活動団体」制度モデル実施3団体の事業の継続及び
　検証の実施

モデル実施の結果を踏まえて本格実施する。

⑴　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

・　自転車の点検及びTSマークの貼付を100円で受けられるチケットを発行
　　TSマーク貼付実績：33台

チケット配布対象及び協力自転車店の拡大を行い，実績数の
増加を図る。

⑵　自転車マナーの向上をはじめとした交通安全対策の推進
　　自転車の安全な利用を促進するための啓発活動等の実施

・　スケアード・ストレイト方式による交通安全教室の開催（実績：4校）
・　大学生等の若者世代を対象とした周知啓発の実施（通年）

スケアード・ストレイト方式による交通安全教室等の啓発の
取組を引き続き実施し，自転車の安全利用の促進に努める。

16
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

京都市消費生活基本
計画

・　特定事案についての110番の設置
　　（「健康食品等送りつけ商法110番」，平成25年8月）
・　市民しんぶん挟み込み広告（平成25年12月，平成26年3月）
・　「コンシューマーフェスティバル」（平成25年11月），
　「落語で学ぶ消費者問題」（平成26年3月）の実施
・　年長児を対象とした大型絵本「おかいものにいこう！」を作成
・　悪質商法による高齢者被害を防止するための，市内全地域包括支援センター
　における啓発物品の配布（平成26年3月）

目標に向かって着実に取組を推進することができた。 消費生活総合センター

京都市人権文化推進計画
の推進

17 京都市人権文化推進計画
の推進

・　人権に関する市民意識調査の実施
・　様々な行政分野における人権施策の実施
・　市民・団体等による人権尊重のための自主的な取組への支援

京都市人権文化推進
計画

・　人権に関する市民意識調査の実施（平成25年11月）
　　対象者：3,000人　有効回答数：1,219件
・　人権文化推進計画に基づく事業の実施：483件（うち新規事業7件）
・　人権啓発活動補助金の交付件数：14件
・　企業向け人権啓発講座等への参加者数（講演録閲覧者数を含む。)：4,807人

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

・　ＤＶ相談支援センターにおける相談件数：延べ5,132件 前年度比1.3倍であり，ＤＶ相談の顕在化が一層図られてい
る。

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

・　「女性に対する暴力をなくす運動」期間（平成25年11月12日～25日）に合わせた
　トラフィカ京カードによる啓発
・　京都タワーパープルライトアップ（平成25年11月12日）
・　市役所本庁におけるパネル展示（平成25年11月12日～21日）
・　区役所・支所におけるパネル展示（平成25年11月12日～25日）

トラフィカ京カードによる啓発は単価が安く，幅広い層に啓
発出来たことから特に効果があった。

⑶　ＤＶに悩む男性のための電話相談
　　ＤＶの被害及び加害に悩む男性に対する相談窓口の開設

・　電話相談開催回数：23回
・　相談件数：26回

事業開始年度であるが，男性のＤＶ相談が潜在化しているこ
とを把握することが出来た。今後も需要に応えていけるよう
事業の周知を徹底する。

⑷　教職員を対象としたＤＶ予防講座の開催
　　教育関係者を対象としたＤＶに関する知識及び対応方法を学ぶ講座の実施

・　開催回数：3回
　　テーマ：「デートＤＶ」，「ＤＶと虐待」，「ＤＶ被害者への関わり方」等
　（参加者数：293名）

ＤＶに関する現状や相談実例を交えて実践的な講義を行っ
た。

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
　　応募作品数：51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も繋がった。

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

・　京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金交付
　　8社
・　京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰
　　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も活用している。

⑴　京都市青少年活動センターの運営
　　施設稼働率の向上及び利用者数の増加を図るため，利用対象者の拡大や，
　青少年の居場所づくりを支援する取組を充実

・　青少年の余暇活動支援や自立に困難を有する青少年のための居場所事業等
　を実施することで利用者は前年比約2万人増加，稼働率も上昇

年間利用者数50万人を目標にさらに多彩な事業を企画する。

⑵　青少年モニター制度
　　アンケート及びモニター有志によるワークショップの実施

・　青少年モニターによるアンケートを2回，市への政策提案などを含む
　ワークショップを3回，報告会を1回実施

アンケート回収率の低さやワークショップ参加人数の少なさ
が課題である。

⑴　ひきこもり地域支援センターの設置
　　厚生労働省のひきこもり対策推進事業に基づく「ひきこもり地域支援
　センター」の設置

・　子ども・若者指定支援機関の「子ども・若者支援室」の「ひきこもり
　地域支援センター」への位置付け及び相談専用電話の設置（平成25年10月）
・　ひきこもり地域支援センターの発足に伴うシンポジウムの開催（平成25年12月）

普及啓発や関係機関との連携を更に強化しながら，ひきこも
り状態にある方や御家族への支援を推進する。

⑵　ピアサポーター養成・派遣事業
　　ひきこもり状態にある子ども・若者の社会的自立を促進するため，
　上半期に10名程度養成し，10月以降に派遣を開始

・　NPO法人との協働による養成講座の開催（平成25年9月～11月）
　　（5回の連続プログラム，12名が修了）
・　平成26年1月から派遣開始（3ケース，延べ12回実施）

NPOの居場所等の活動に繋ぐなど成果を上げている。

22 京都マラソンの開催
・　「走る人」「応援する人」「支える人」，それぞれの立場から市民が
　一体となって楽しめる，そして京都のまち全体が盛り上がる魅力あふれる
　一大事業として「京都マラソン２０１４」を開催

「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

・　ランナー15,532人，スタッフ・ボランティア約14,400人，応援者478,000人
　の参加のもと，「京都マラソン２０１４」を開催（平成26年2月16日）

市民スポーツ振興室

⑴　ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）改修
　　競技環境と観戦環境の充実を図るため，大規模改修を実施
　　（平成25年6月着工，平成26年3月完成，平成26年4月供用開始予定）

・　改修工事完了（平成26年3月）
・　完成記念式典開催（平成26年3月29日）

【大規模改修工事の概要】
⑴　耐震補強の実施
⑵　ユニバーサルデザイン化
　（２箇国語表記の誘導サイン，
　福祉対応型１５人乗りエレベータの新設等）
⑶　環境への配慮
　（太陽光発電設備の設置，
　地域産木材（みやこ杣木）の活用等）
⑷　国際的・全国規模の大会を開催できる施設への改修
　（諸室の増室（８室→１６室），器具庫の新築等）

⑵　「府市協調で進めるスポーツ施設整備」に係る基本計画等策定
　ア　横大路運動公園及び西京極総合運動公園の整備基本計画等の策定
　イ　三川合流地域等におけるスポーツ運動公園等の戦略プランの策定

・　「府市協調で進めるスポーツ施設整備」に係る整備実施計画等の策定
　（平成26年3月）
　ア　横大路運動公園整備実施計画（案）
　イ　西京極総合運動公園整備実施計画・整備基本構想（案）
　ウ　三川合流地域等におけるスポーツ施設整備推進のための戦略プラン（案）

・西京極総合運動公園については，陸上競技場兼球技場の大
型映像装置，管理諸室・トイレ，照明設備，観覧席屋根の整
備等を行う。
・横大路運動公園については，硬式野球場（防災備蓄倉庫を
含む。）や多目的グラウンド，園路，駐車場の整備など，公
園施設の再整備を行う。
・三川合流地域等については，国，府をはじめ周辺自治体に
よるこれまでの取組を踏まえつつ，スポーツもできる国営公
園整備の推進について，府市協調により，国への要望・働き
掛けを進めていく。

⑶　宝が池公園体育館（仮称）整備に係る基本調査
　　候補地の状況調査，施設の基本概念・基本図面の作成，各種法規制への
　対応等の基本調査の実施

・　宝が池公園体育館（仮称）整備に係る基本調査を実施し，報告書として
　取りまとめ（平成26年3月）

基本調査の内容を踏まえ，平成26年度から同候補地の地質調
査や施設の基本設計及び実施設計に着手する。

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

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

「真のワーク・ライフ・
バランス」推進計画の推
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
成計画の推進

地域力を活かした参加と
協働によるまちづくりの
推進

安心・安全のまちづくり
の推進

京都市生活安全条例の推
進

14

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

21 子ども・若者総合支援事
業

京都市路上喫煙等禁止等
に関する条例の推進

15

「真のワーク・ライフ・
バランス」推進計画の推
進

20
青少年の成長・自立に向
けた取組の推進

13

23 スポーツ施設等の整備

交通安全対策の推進

18 ＤＶ対策事業

19

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

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

京都市路上喫煙等禁
止等に関する条例

京都市自転車安心安
全条例
第9次京都市交通安
全計画

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2次京都市生活安
全（防犯・事故防
止）基本計画
京都市暴力団排除条
例

「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

くらし安全推進課

くらし安全推進課

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

くらし安全推進課

男女共同参画推進課

男女共同参画推進課

勤労福祉青少年課

勤労福祉青少年課

市民スポーツ振興室


