
 

総合企画局決算の概要 

 

１ 決算総括 

平成28年度においては，市長のトップマネジメントを直接補佐し，政策の企画・

推進に当たっての全庁的な観点からの局横断的な調整，市民参加の推進や市政情報

の発信など市政と市民の皆様のパイプの役割を果たすことにより，「はばたけ未来

へ！ 京（みやこ）プラン（京都市基本計画）」の推進を図るとともに，同プラン

に掲げる「京都の未来像」の実現に向け，平成 27 年度に策定した「京プラン実施

計画 第2ステージ」に掲げた事業を着実に推進した。 

また，本市の強みである市民力，地域力が最大限に活かされた参加と協働のまち

づくりを推進するため，様々な課題の解決を「ひとごと」ではなく市民の皆様と行

政が共に「自分ごと」，「みんなごと」として捉えて協働する“みんなごと”のまち

づくり推進事業に取り組んだ。さらに，東京一極集中の是正や日本文化の一層の発

展と振興のため，オール京都で取り組んできた文化庁の京都への全面的な移転につ

いては，受入体制の構築を図るとともに，補正予算を計上し，文化庁移転に向けた

機運醸成のためのシンポジウム等を開催した。 

今後も，「京都の未来像」の実現に取り組むとともに，各政策分野と文化との連

携・融合を図り，文化の力によって全国の地方創生をリードしていく。 

 

２ 重点取組の実績 

 （１）京都の未来像の実現と人口減少社会克服に向けた政策の企画・推進 

取組名 実 績 

「はばたけ未来へ！ 京（みやこ）

プラン（京都市基本計画）」の推進 

・「京プラン実施計画 第2ステージ」（政策編）に掲げた307事業のう

ち，299事業に着手し，着実に推進 

「まち・ひと・しごと・ここ

ろ京都創生」総合戦略の推進 

・「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略に掲げた70のリー

ディング事業のうち，67事業に着手し，地方創生を着実に推進 

 

   （２）日本の創生を牽引し，世界に貢献する市政の推進 

取組名 実 績 

文化庁の京都への

全面的な移転の推

進 

・シンポジウム「京都から，日本の未来を展望する」の開催 

・文化庁移転に係る周知看板，啓発パネル，広告等による広報活動を実施 

・文化庁移転と文化芸術の未来に関する連続講座を実施（全4回） 

  

 （３）国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推進 

取組名 実 績 

国家戦略としての

京都創生の推進 

 

・本市の課題と取組を国に発信するため，「日本の京都」研究会を実施 

・シンポジウム開催などの京都創生推進フォーラムの活動支援 

・京あるきin東京2017の開催などの京都創生のPR事業を実施 



 

取組名 実 績 

双京構想の推進 

 

・国の予算・施策に関する提案・要望を実施 

・啓発パンフレットの作成（30,000部） 

・市民向け講演会などの実施（2回開催，参加者延べ613名） 

 

 （４）多様な媒体を活用した伝わる市政広報・広聴の推進 

取組名 実 績 

多様な媒体を活用

した市政広報・広

聴の推進 

・インターネット広告，SNS（Facebook，Twitter），YouTube，市公式ア

プリ“Hello KYOTO”等による広報活動を実施 

・市長への手紙，市政総合アンケート等による広聴活動を実施 

戦略的広域シティ

PR事業 

 

・紙面やテレビ等に市政情報が採用されるよう首都圏を中心とするマスメ

ディアに直接的な働き掛けを実施（メディアへの露出件数1,707件） 

・全国ネットの民放テレビ番組とのタイアップにより，特集番組を放映 

 

 （５）参加と協働による市政運営とまちづくりの推進 

取組名 実 績 

第 2 期「京都市市民参加 

推進計画」改定版の推進 

・参加と協働による市政運営とまちづくりを進めるため，第 2 期「京都

市市民参加推進計画」改定版に基づく取組を着実に推進 

“みんなごと”のま

ちづくり推進事業 

・「市政全般・まちづくり全般」の取組提案を募集し，「まちづくり・お

宝バンク」に登録・公開（平成28年度末227件）するとともに，取組提

案の実現に向けたコーディネートやサポートを実施 

・市政参加とまちづくりポータルサイト「みんなでつくる京都」を開設 

京都市移住サポー

トセンター「住むな

ら京都(みやこ)」の

開設・運営 

・京都市移住サポートセンター「住むなら京都（みやこ）」を開設し，移

住相談支援員による相談対応などを実施（相談件数 431 組，移住を実現

された方の実績30組54名） 

・ホームページ「住むなら京都」での情報発信や移住相談会等を実施 

 

 （６）大学のまち京都・学生のまち京都の推進 

取組名 実 績 

「大学のまち京

都・学生のまち京

都」の推進 

・大学を挙げて地域との連携を推進する取組を支援する「学まち連携大学」

促進事業を実施（採択6大学） 

・「学まちコラボ事業」を実施（採択18件） 

・「京都学生祭典」を支援（参加学生数1,424人） 

・「グローカル人材育成事業」を実施（参加学生数10大学63人） 

総合的な留学生の

誘致及び支援の推

進 

・大学が実施する留学生の誘致事業や日本人学生の海外留学促進事業等を

支援する「京（みやこ）グローバル大学」促進事業を実施（10大学認定） 

・留学生スタディ京都ネットワークの取組として，京都留学総合ポータル

サイト「STUDY KYOTO」(7言語対応) の運営や留学生向け有給インターン

シップの実施，多言語賃貸住宅情報サイトの創設・運営を行った。 



 

 （７）地域資源を活かした新たな京都の賑わいの創出 

取組名 実 績 

岡崎地域活性化ビ

ジョンの推進 

 

・地域連携型魅力創出事業として，「京の七夕 岡崎プロムナード 星の

響宴」や「京都岡崎ハレ舞台」，「岡崎桜回廊ライトアップ＆十石舟めぐり」

を実施 

・総合情報パンフレット「岡崎手帖(秋)，（春）」及び京都岡崎ガイドマッ

プ「岡崎どこいこトコ♪トコ♪街図（改訂版）」の発行や，「岡崎・市電コ

ンシェルジュ」等で，岡崎地域の総合的案内・情報発信を実施 

京都駅西部エリア

の活性化推進事業 

・京都駅西部エリアまちづくり協議会において，ホームページの運営，マ

ップ型冊子「京都えきにし通めぐり」の配布及び「京都・梅小路みんなが

つながるプロジェクト」が行うエリア活性化に資する活動の支援等を実施 

・賑わいゾーン活用に係る契約候補事業者選定委員会を開催，公募を実施 

京都駅東南部エリ

アの活性化の推進 

・京都駅東南部エリア活性化方針策定委員会を3回開催し，市民意見募集

を経て，京都駅東南部エリア活性化方針を策定 

 

 （８）国際化の推進 

取組名 実 績 

プラハ市との姉妹

都市提携20周年記

念事業 

・両市代表団を相互に派遣 

・プラハ市内において，京都の伝統芸能の披露や音楽，スポーツの交流事

業を京都市民，プラハ市民と共に実施したほか，京都市内において，音楽

や工芸品の展示等，プラハの文化を紹介するイベントを実施 

多文化共生施策の

推進 

・京都市多文化施策審議会を開催（4回），ニュースレターを発行（3回） 

・医療通訳派遣事業を実施（利用件数2,133件） 

・外国籍市民行政サービス利用等通訳・相談事業を実施（1,210件） 

 

 （９）情報化の推進と情報セキュリティ対策の強化 

取組名 実 績 

情報セキュリティ

の強化 

・不正な通信等を確認するため，外部との通信記録等の常時監視を実施 

・特定個人情報を取り扱う情報システムに対する外部監査を実施 

大型汎用コンピュ

ータオープン化事

業の推進 

・福祉系システムとともに，住基・税の各システムも開発等を実施 

・オープン化事業の一部である一括処理システムの開発に遅延が生じたた

め，当初予定していた福祉系システムの平成29年1月からの稼働を延期 

・本市と受託事業者との間で遅延の原因や今後の開発の進め方について見

解の相違があることから，開発を継続しつつ，第三者の専門家で構成する

事業検討委員会を設置し，遅延原因の究明と最良の方策を検討  

オープンデータの

推進 

・京都市オープンデータ推進ガイドラインを策定 

・オープンデータポータルサイトを開設するとともに，市民等との意見交

換会など，オープンデータ利活用の促進とニーズ把握の取組を実施 

 



３　総合企画局所管の決算額
（１）一般会計
ア　歳入

イ　歳出

総 務 管 理 費

統 計 調 査 費

総 務 施 設 整 備 費

都 市 計 画 費

計 7,050,000 5,829,768 819,800 400,432

2,000

使 用 料 及 び 手 数 料 156,379 148,478

府 支 出 金 88,368

（単位：千円）

予算現額 収入済額
款

Ａ Ｂ

差引翌年度繰越額

63,254 25,114-

7,901-

財 産 収 入 58,424 55,484 2,940-

国 庫 支 出 金 182,200 153,255 28,945-

繰 入 金 49,300 45,585 3,715-

-

171,523

819,800 399,931

84,371-

諸 収 入 112,329 95,573

款項

計 647,000 562,629

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

92,779 26,154

4,128,865 3,106,811 819,800 202,254

2,000 1,499 - 501

Ｃ Ａ-Ｂ-Ｃ

7,048,000 5,828,269

66,625 -

2,826,356 2,654,833 -

16,756

寄 附 金 - 1,000 - △ 1,000

1,499 - 501計 画 費

総 務 費



４　総合企画局主要施策の概要

当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

一般会計合計 6,858,000 7,050,000 5,829,768 400,432

(192,000) (819,800)

(1 市政の総合的 1,218,716 1,243,716 1,164,132 79,584

 　な推進) (25,000)

市政の企画・調 「はばたけ未来へ！  京プラン」の推進，政策評価 1,740 1,740 1,423 317

整等

大学の知を活かした多角的な市政研究事業 <政策枠> 6,000 6,000 5,696 304

文化庁の京都移転の推進 <新　規> - 5,000 4,701 299

文化庁の京都移転に向けたシンポジウム (5,000)

　　　　　　　　　　　　　　　  　など

国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推 44,120 44,120 42,332 1,788

進
京都創生ＰＲ事業「京あるきin東京」
　　　　　　　　　　　　　　　　など

国立京都国際会館の多目的ホールにおける「京都 10,000 10,000 9,905 95

らしい設え」の実施 <政策枠>

調度・備品の制作に向けた仕様等の検討

リニア中央新幹線及び北陸新幹線の誘致推進 6,600 6,600 5,834 766

岡崎地域活性化ビジョンの推進 38,400 38,400 38,400 -

京都岡崎の夜の賑わいづくり！ライトアップ事業
（京の七夕連携事業） <政策枠>

京都岡崎における「文化の薫り漂う，歩いて楽し
い岡崎」の推進，「京都岡崎魅力づくり推進協議
会」の運営

京都駅西部エリアの活性化推進事業 30,000 30,000 29,198 802

「賑わいゾーン」活用に向けた取組の推進，エリ
アマネジメント組織を中心とした賑わい創出事業
，魅力情報発信など

京都駅東南部エリア活性化方針の策定 <政策枠> 2,200 2,200 2,152 48

山ノ内浄水場跡地活用の推進 100 100 84 16

東部クリーンセンター跡地活用の推進 100 100 100 -

地方分権改革・広域連携の推進 56,704 56,704 54,029 2,675

関西広域連合，指定都市市長会に係る負担金など

重要事務事業の進行管理，秘書事務など 39,895 39,895 36,998 2,897

参加と協働によ ～ひとごとではなく，｢自分ごと｣，｢みんなごと｣ - 20,000 17,299 2,701

る市政運営 として市民・行政が協働！～ (20,000)

“みんなごと”のまちづくり推進事業

市民参加推進計画の推進 2,924 2,924 2,380 544

｢京都市移住サポートセンター『住むなら京都
 みやこ

』｣ 10,000 10,000 9,061 939

の開設・運営 <政策枠>

市民参加・協働促進啓発事業 3,850 3,850 3,850 -

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

当初予算額の下段の括弧書きは，補正予算額，前年度繰越額，流用・移用等の予算の
増減額，不用額の下段の括弧書きは，翌年度繰越額で，いずれも外数です。

　　（総合企画局－1）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

大学のまち京都 大学を核とした地域連携・企業連携の推進 33,500 33,500 32,015 1,485

・学生のまち京 「学まち連携大学」促進事業～地域と連携する大
都の推進 学を応援～ <政策枠>

学まちコラボ事業(大学地域連携創造・支援事業)
京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成

輝く学生応援プロジェクト 10,000 10,000 10,000 -

「京（みやこ）グローバル大学」促進事業～大学 21,000 21,000 19,357 1,643

の国際化を応援～ <政策枠>

総合的な留学生誘致及び支援の推進 27,200 27,200 26,199 1,001

留学生スタディ京都ネットワーク
　留学生の就職活動・住まい探し支援の充実
  <政策枠>

来日直後の留学生を支援する「ウェルカム・パッ
ケージ」 <政策枠>

　　　など

学生が発信！「大学のまち京都」プロモーション 2,500 2,500 2,500 -

事業

大学のまち交流センター管理運営 323,489 323,489 314,358 9,131

空調機器改修など

市 政 広 報 等 多様な媒体を活用した市政広報・広聴の推進 406,666 406,666 385,944 20,722

京都市公式アプリ“Ｈｅｌｌｏ　ＫＹＯＴＯ”プ
ロモーション及びコンテンツの充実 <政策枠>

京都市市民憲章６０周年記念啓発事業 <政策枠>

市民しんぶん，テレビ・ラジオ広報，インターネ
ット広報，戦略的広域シティＰＲ事業，市長への
手紙，市政情報総合案内コールセンター運営など

東 京 事 務 所 東京事務所運営 43,685 43,685 38,581 5,104

(2 情報化推進) 5,288,930 5,455,930 4,335,429 300,701

(167,000) (819,800)

情 報 化 推 進 イントラネットの管理運営など 623,768 790,768 764,184 26,584

更なる情報セキュリティ対策の強化 <政策枠> (167,000)

新たな自治体情報セキュリティの抜本的強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

行政業務情報化推進 185,764 185,764 184,623 1,141

人事給与，財務会計，文書管理の各システム運営
など

大型汎用コンピュータ管理運営 3,814,192 3,814,192 2,764,662 229,730

大型汎用コンピュータのオープン化の推進など (819,800)

 マイナンバー法に係る情報連携基盤の運用 60,097 60,097 56,470 3,627

京都市におけるオープンデータの推進 <政策枠> 6,000 6,000 5,441 559

データ公開サイトの構築など

北部山間地域における光ファイバを利用したイン 430,000 430,000 419,800 10,200

ターネット環境の整備促進 <政策枠>

電子窓口サービス共同事業 14,016 14,016 13,224 792

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（総合企画局－2）



当初予算額(A)
不用額

(F=C-D-E)
(増減額(B)) (翌年度繰越額(E))

千円 千円 千円 千円

情報公開，情報提供，個人情報保護 6,891 6,891 5,850 1,041

文書管理事務 51,573 51,573 50,963 610

統 計 調 査 受託統計調査 88,368 88,368 63,254 25,114

経済センサス-活動調査など

(3 国際化推進) 350,354 350,354 330,207 20,147

国 際 化 推 進 姉妹都市交流事業 16,227 16,227 11,528 4,699

京都・プラハ姉妹都市提携２０周年記念事業
<政策枠>

                                    　など

世界歴史都市連盟事業
第１５回世界歴史都市会議への代表団派遣（バー 19,453 19,453 11,462 7,991

ト・イシュル市）など

京都文化交流発信事業の推進 7,000 7,000 6,532 468

多文化共生施策の推進 27,710 27,710 27,101 609

地域・多文化交流ネットワーク促進事業
多文化施策審議会運営，医療通訳派遣など

留学生支援 14,531 14,531 12,495 2,036

留学生優待プログラム，国民健康保険料の助成

国際交流会館管理運営 241,286 241,286 237,571 3,715

イベントホール照明設備改修工事など

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算現額
(C=A+B)

決算額(D)

　　（総合企画局－3）


