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〔単位：千円〕 

４ 未来の京都への先行投資， 

京都の新たな魅力を創出する施策 

５１項目 1,618,300 

＜産業観光局＞ 

◇知恵産業融合センター推進事業             ＜新規＞      15,000 

京都経済の活性化に向けて，伝統産業と先端産業を融合し，新たな京都ブランドの

創出や人材育成を行う「知恵産業融合センター」を，新産業技術研究所内に設置する。 

センターにおいては，コーディネーターを配置し，伝統産業と先端産業の融合等に

よる新たなプロジェクトの創出を促進する。また，事業化の可能性が高いテーマに対

して，その研究開発を支援する。 

    全体事業費 １７百万円 

          （局配分枠２百万円，未来まちづくり推進枠１５百万円） 

                  〔産業観光局 産業振興室 TEL 222-3324〕 

◇医工薬産学公連携支援事業               ＜新規＞      20,000 

産学公連携の下，医学と工学の融合による高度な医療技術の開発を目指し，（独）

科学技術振興機構（ＪＳＴ）の支援を受けて進めてきた「地域結集型共同研究事業」

が２１年度で終了することに伴い，これを継続・発展させる取組として，「医工薬産学

公連携支援事業」を実施する。 

２２年度は，これまで「地域結集型共同研究事業」に取り組んできた「クリエイシ

ョン・コア京都御車」において実施し，２３年度からは，京都大学医学部附属病院構

内に整備される「先端医療機器開発・臨床研究センター」内に「京都市医工薬産学公

連携支援オフィス」を設置し，連携支援事業を本格的に展開する。 

                  〔産業観光局 産業振興室 TEL 222-3324〕 
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〔単位：千円〕 

◇コンテンツ産業推進事業                ＜充実＞   20,000 

   高い経済波及効果や市場の成長が見込まれるマンガ・アニメ，ゲーム，映画などのコ

ンテンツ産業の振興を図るため，人材育成に取り組むとともに，京都が持つコンテンツ

のポテンシャルと魅力を国内外に発信するイベントを引き続き開催する。 

◆クリエイター人材育成事業                  4,000 

          幅広いニュービジネス創出の視点から，マンガ・アニメ，ゲーム，映画など各

分野を融合し，新たな事業を生み出すクリエイター育成のための講座とコンクー

ルを実施する。 

◆KYOTO CMEX2010（KYOTO Cross Media Experience2010）開催      15,000 

  ◆コンテンツのクロスメディア展開を促進するための組織の設立・運営  1,000 

                       〔産業観光局 産業振興室 TEL 222-3324〕 

◇「新・京都市産業振興ビジョン（仮称）」策定事業    ＜新規＞      10,000 

現行の「京都市スーパーテクノシティ構想」の計画期間が平成２２年度で終了する

ことに伴い，その後の中期ビジョンとして，本市における産業振興政策の基本的な考

え方，重点推進項目などを示す新たなビジョンを策定する。 

計画期間 ２３～２７年度 

                  〔産業観光局 産業政策課 TEL 222-3325〕 

◇上海国際博覧会出展事業               ＜新規＞     17,500        

国際博覧会としては過去最大の７,０００万人の入場者が予想される上海国際博覧

会に出展し，京都の魅力を中国及び世界へ発信する。 

◆日本館への出展             15,000 

            日 時 ２２年１０月１６日～２１日（６日間） 

内 容 長い歴史に培われた伝統文化や魅力ある観光資源，更には，先端産業， 

環境モデル都市としての取組など，京都の魅力をＰＲする。 

    また，出展期間中,他会場（上海市内のホテルを想定）でのＰＲ活動を 

実施予定。 

◆大阪館での京都ＰＲ             2,500 

         日 時 ２２年５月１日～１０月３１日 万博開催期間（１８４日間） 

内 容 大阪館における「関西都市魅力コーナー」に関西の府県・政令市と連 

携して出展し，映像等により京都の魅力をＰＲする。 

              〔産業観光局 産業政策課 TEL 222-3325〕 
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〔単位：千円〕 

 ◇海外の市場ニーズに対応した京都観光情報ウェブサイトの構築 

                            ＜新規＞      6,000 

  国・地域によって異なる外国人旅行者のニーズにきめ細かく対応するため，既存の

外国語版観光ホームページ（「京都市観光文化情報システム」，「Kyoto Official Travel 

Guide」）を再編・統合し，英語，フランス語に加え，新たに６言語による観光情報ホー

ムページを順次開設する。  

 開設予定 ２２年度 中国語（繁体字，簡体字），韓国語 

２３年度 ドイツ語，スペイン語，イタリア語 

                         〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 

◇旅の本質を追求する京都観光総合調査の実施      ＜新規＞     11,000 

「未来・京都観光振興計画２０１０＋５」において京都観光が目指す姿としている

「質」の向上に向け，「観光客の満足度調査」を新たに実施するとともに，外国人観光

客に関する調査内容の充実を図り，より効果的な観光関連施策の推進につなげる。 

なお，本調査においては，観光庁が２２年度から定める全国統一の共通基準に基づ

き，観光入込客統計・観光消費額統計の調査を併せて実施する。 

                        〔産業観光局 観光企画課 TEL 222-4130〕 

◇京の七夕事業（仮称）               ＜新規＞     50,000 

「ねがい」をテーマに，オール京都で新たな夏の風物詩となる「京の七夕（仮称）」

を開催する。 

開 催 時 期   ２２年８月上旬の約１０日間 

会 場 及 び  ○堀川（御池通～今出川通間）や鴨川及び周辺施設（元離宮二条 

実 施 内 容   城,西陣織会館等） 

          竹と光の演出で作る「光の天の川」やアート作品の展示など

を実施 

○寺院，神社，門前町 等 

   七夕にちなんだ行事や夜間拝観，ライトアップなどを実施 

                      〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 
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〔単位：千円〕 

◇「映画のまち・京都」にふさわしいロケ支援の充実・フィルムツーリズム 

＜充実＞    3,000 

映画を通じ，京都の魅力を広く発信するため，２１年度に発足させたロケ支援の総

合窓口である「京都市フィルム・オフィス」を活用し，ロケ支援の一層の充実を図る

とともに，ロケ地めぐり観光「フィルムツーリズム」を推進する。 

 総事業費 １３百万円 

  未来枠  ３百万円（ホームページの充実等） 

  局配分枠 ５百万円（「京都市フィルム・オフィス」運営経費） 

  雇用対策事業特別会計 ５百万円（ロケに関する情報の収集・整理） 

〔産業観光局 観光企画課 TEL 222-4130〕 

◇市民による京都の魅力再発見事業           ＜新規＞     8,000 

京都観光の更なる「質」の向上を図るため，市民自身が京都の魅力に気付き，理解

を深めていただくことが，市民による観光客への温かいおもてなしにつながるという

観点から，以下の事業を実施する。 

◆市民の京都魅力体験 

市民の皆様に京都の魅力を実体験していただけるような取組を実施する。 

◆京都観光の意義やおもてなしの心を学ぶための京都観光副読本の作成 

次代を担う子どもたちに，京都における観光振興の意義や効果，おもてなしの心

や実践方法，観光という仕事などについて理解を深めてもらうため，小学校高学年

を対象とする京都観光副読本を「ジュニア京都検定テキスト」と連携して作成・発

行する。 

◆京都観光サポーター制度の構築  

「市民参加によるおもてなし観光」を推進するため，京都ゆかりの著名人に就任

していただく「特別観光大使」を充実させるとともに，京都ならではのおもてなし

を実践されている方々の活動を「おもてなしの達人」として発信する。さらに，地

域で活動されているボランティア団体等をネットワーク化するなど，観光ボランテ

ィアの裾野を広げる。 

 〔産業観光局 観光企画課 TEL 222-4130〕 

〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 
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〔単位：千円〕 

◇大規模国際会議誘致助成金              ＜新規＞     3,000 

大規模国際会議の誘致を促進するため，国際会議の開催を検討している各種団体等

に対し，京都での開催を決定するために必要となる広報宣伝費などの誘致活動費を助

成する。 

助成金上限 １会議あたり１百万円 

                    〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 

◇２０１０年日本ＡＰＥＣ財務大臣会合開催支援事業   ＜新規＞    20,000 

京都において開催される２０１０年日本ＡＰＥＣ財務大臣会合において，地元京都

の魅力を国内外に広く発信するため，歓迎行事などを行うとともに，同会合の成功に

向け，会議や関連事業等に対する開催支援を行う。 

                    〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 

◇越畑「棚田の里」整備事業                ＜充実＞   152,700 

右京区嵯峨越畑等における地域振興と棚田景観の維持のため，地域再生計画の策定

に取り組むとともに，農道・水路など農業生産活動に欠かせない基盤施設の整備を行

う。 

農道・水路等整備 

 整備期間 ２２～２３年度 

 総事業費 ３３８百万円 

                 〔産業観光局 農業振興整備課 TEL 222-3352〕 

＜都市計画局＞ 

◇進化する新景観政策推進事業                          ＜新規＞    23,000 

１９年度から実施している新景観政策について，デザイン基準の充実等に取り組む

ほか，５０年後，１００年後の将来像を市民とともに検討するためのＣＧシミュレー

ションシステムを構築し，新景観政策を更に進化させていく。 

               

     〔都市計画局 景観政策課 TEL 222-3397〕 
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〔単位：千円〕 

◇市民による美観再生推進事業   ＜新規＞ 1,000 

市民の景観まちづくりに関する知見や思いを活かして，市民と行政との共汗により，

地域でのまちの美観再生において中心的な役割を担ってもらう「美観メイクアーティ

スト」を育成するための研修プログラムを作成し，研修プログラムの受講により修得

した景観に関する知識を活かし，市民が主体となった地域からの美しいまちづくりを

推進する。 

 〔都市計画局 景観政策課 TEL 222-3397〕 

◇崇仁北部 改良事業計画見直しと区画整理事業計画策定 ＜充実＞ 23,800 

崇仁北部においては，住宅地区改良事業を早期に完了させるため，土地区画整理事

業の手法を活用し，点在する買収済み用地の集約化を図る方策など，地域の活性化を

図る崇仁北部地区の将来ビジョン策定のための調査検討を進めている。 

２２年度は，２１年度に引き続き，土地区画整理事業の事業化と住宅地区改良事業

計画の見直しに向けての検討を行い，土地区画整理事業の都市計画決定を行う。 

 〔都市計画局 すまいまちづくり課 TEL 222-3635〕 

 

【局配分枠における主な新規・充実事業（都市計画局）】 

［充実事業］ 

◇市民共汗サポーターによる違反広告物簡易除却事業 

全体事業費 2,380（うち充実分580） 

 

＜建設局＞ 

◇無電柱化事業 ＜充実＞ 386,500 

豊かな自然と優れた文化遺産，伝統的な町並みなどの歴史的風土を保全し，市街地

景観の向上を図るため，無電柱化を面的・集中的に実施する。 

２２年度は，上七軒通（上京北野界わい景観整備地区），松原通（清水坂），京都京

北線（上賀茂神社周辺），宝が池通（※２１年度２月補正予算）において，無電柱化を

推進する。 

全体事業費 ６０６百万円 

（未来まちづくり推進枠３８７百万円，２１年度２月補正予算２１９百万円） 

 〔建設局 道路環境整備課 TEL 222-3570〕 
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〔単位：千円〕 

◇高瀬川漏水対策調査 ＜新規＞ 3,000 

近年，水量の減少傾向が見られる高瀬川について，対策を検討するため，原因の調

査を実施する。 

    〔建設局 河川整備課 TEL 222-3591〕 

＜教育委員会＞ 

◇学校増改築等施設整備事業  154,500 

◆学校施設増収容対策 ＜新規＞ 9,000 

生徒数の増加に伴う教室数の不足を解消するため，施設整備を行い，教育環境の充

実を図る。 

（実施設計） 

京都御池中学校 

◆総合支援学校の学習拠点整備 ＜新規＞ 50,800 

児童・生徒数の増加や教育活動のさらなる拡充に対応できるよう，新たな学習拠点

を整備する。 

（整 備） 

白河総合支援学校，北総合支援学校 

◆八瀬小学校整備 ＜新規＞ 17,500 

特別教室の不足や狭あいな体育館が懸案となっている八瀬小学校について，現在

のグラウンド用地に体育館を新築するとともに，校舎を移転整備する。 

延床面積 約３,６００㎡ 

年次計画 ２２年度 体育館実施設計 

     ２３年度 体育館整備，校舎実施設計 

     ２４年度 体育館整備，校舎整備 

     ２５年度 校舎整備 

     ２６年度 現校舎解体 

総事業費 １,０９０百万円 

◆小規模校統合整備に係る基本計画策定等 ＜新規＞ 77,200 

児童・生徒の教育環境の充実のため，小規模校統合整備に係る基本計画策定等を行

う。 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 
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〔単位：千円〕 

【局配分枠における主な新規・充実事業（教育委員会）】 

［新規事業］ 

◇新学習指導要領に対応した小学校指導計画・補充発展資料作成   16,897 

◇大学発教育支援コンソーシアム事業による教材・システム等の開発  8,000 

◇幼稚園等における保健指導の充実                 2,000 

◇芸術系高校振興                         5,000 

［充実事業］ 

◇小・中学校における土曜学習    全体事業費96,484（うち充実分20,395） 

◇小学生の長期宿泊・自然体験推進事業 

    全体事業費39,016（うち充実分18,701) 

◇子どもを共に育む「親支援」プログラム 

         全体事業費4,000（うち充実分1,000） 

＜文化市民局＞ 

◇若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり     ＜新規＞       1,800 

京都で活躍する若手芸術家等のため，既存の町家や倉庫等を活用した居住・制作の

場づくりや，小学校跡地や公共空間等を活用した発表の場づくりを行い，若手芸術家

等の京都での創作活動継続を支援する。 

                  〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

◇第２６回国民文化祭・京都２０１１開催準備と京都会館開館５０周年記念事業 

                              ＜新規＞      56,000 

◆第２６回国民文化祭・京都２０１１開催準備           41,000 

  ２３年度の京都開催に向け，２２年度は演劇祭や京都府との共催事業等のプレイ

ベントの実施や各事業の実施計画の策定等準備を進める。 

開催期間 ２３年１０月２９日～１１月６日 

実施事業 合唱，吹奏楽，能楽，茶，生け花，マンガ関連など１３事業 

◆京都会館開館５０周年記念事業                  15,000 

  ２２年度の開館５０周年に当たり，記念事業を実施する。 

記念事業 オープニングコンサート，創作バレエなど 

                     〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 
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〔単位：千円〕 

◇新「京都市動物園構想」の推進              ＜充実＞   226,000 

近くて楽しい動物園，新たな都市型動物園を目指して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，整備を推進する。 

整備 新おとぎの国 

設計 ネコワールド，アフリカの草原，バク舎，病院・救護センター 

                    〔文化市民局 動物園総務課 TEL 771-0210〕 

◇世界遺産・二条城一口城主（本格修理募金事業）   ＜新規＞     103,000 

世界遺産・二条城の今後の本格修理に必要な財源に充てるため，広く市民や観光客

等から寄付を募る。 

２２年度寄付金目標額  １億円 

寄 付 者 特 典  １口１万円以上の寄付者に記念品等（１万円未満の寄

付も受け付ける） 

               〔文化市民局 元離宮二条城事務所 TEL 841-0096〕 

◇岡崎地域活性化ビジョン及び京都会館再整備基本計画の策定 

                           ＜新規＞    20,000  

◆岡崎地域活性化ビジョンの策定                  14,000 

岡崎地域の各施設の連携や賑わいの創出，アクセスの改善等，ソフト面の活性化

戦略を検討し岡崎地域活性化ビジョンを策定する。また，岡崎地域の活性化を進め

るための一員として企業，市民に参加を呼び掛けるため，岡崎地域の現況とポテン

シャル，具体的な活動イメージや事業可能性などを分かりやすく伝えるため， 

ＤＶＤを作成する。 

◆京都会館再整備基本計画の策定                   6,000 

岡崎地域活性化ビジョンの策定と並行して，京都会館再整備基本計画を策定する。 

   基本計画策定に当たっては，民間活力を積極的に取り入れて京都会館再整備を進め

るために，参画する企業等の発掘及び誘致を目指す。 

京都会館再整備基本計画を策定することで，岡崎地域の未来の絵姿の一つを具体

的に現し，岡崎地域活性化ビジョンの実現可能性を高める。 

                  〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇次期各区基本計画策定に向けた取組          ＜充実＞     54,000 

２０年度から各区で設置した住民円卓会議での議論などを踏まえ，２１年度から各

区で設置した次期各区基本計画策定委員会で議論を重ねるとともに，パブリックコメ

ントなどを実施し，できる限り広範な区民意見が反映された次期各区基本計画を各区

で策定する。 

                   〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

◇地域コミュニティの活性化に向けた方策の調査・検討  ＜充実＞      5,000 

「京都市地域コミュニティの活性化に関する懇話会」からの提言を踏まえ，条例の

制定を含めた活性化の方策を検討し，リーフレット等により，広くその方策を周知す

る。 

                  〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

◇市民活動・ＮＰＯ・ボランティア活動環境整備（プラットホーム）事業  

                               ＜充実＞      1,000 

市民活動団体等の活動環境整備の指針となる「京都市市民活動・ＮＰＯ・ボランテ

ィア活動プラットホーム（仮称）」及び行動計画に基づき，２３年度のスモールオフィ

ス１００箇所設置に向けた整備計画を策定する。 

                 〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

◇上京区総合庁舎整備                 ＜充実＞     34,000 

現庁舎敷地での上京区総合庁舎整備に向け，２１年度に策定予定の整備基本計画の

内容を基に基本設計を行う。併せて，現庁舎の除去工事及び新庁舎の建設工事中に必

要となる仮庁舎の設計を実施する。  

                       〔文化市民局 区政推進課 TEL 222-3048〕 

◇路上喫煙等禁止区域の拡大               ＜充実＞    19,000  

京都市路上喫煙等対策審議会での審議を経たうえで，路上喫煙禁止区域を指定する

とともに，駅ターミナルへの啓発パネルの掲出，観光雑誌への啓発記事の掲載などの

広報活動を積極的に実施することで，市内全域で喫煙マナーの向上を図っていく。 

                   〔文化市民局 地域づくり推進課  TEL 222-3049〕 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇京都スポーツの殿堂                 ＜新規＞     10,000 

競技スポーツの分野で傑出した実績を持ち，子どもたちや市民の目標，また憧れの

的となる京都ゆかりのアスリート等について，永くその栄誉と功績を讃え，その偉業

に関する展示を行う「京都スポーツの殿堂」を西京極・市民スポーツ会館内に設置・

公開するとともに，「殿堂入り」したアスリート等による事業（記念講演や子どもたち

に対する指導）を行う。  

          〔文化市民局 スポーツ企画課 TEL 366-0168〕 

 

【局配分枠における主な新規・充実事業（文化市民局）】 

［新規事業］ 

◇京都市キャンパス文化パートナーズ制度                         10,000       

◇重要文化的景観選定に向けた調査                              2,100                 

◇大学との連携による未指定文化財庭園の調査                      2,900                

 
＜区政策提案予算＞ 

◇上京知っとくナットク体験隊            ＜充実＞    1,000 

     ２１年度に続き，上京区で培われてきた京菓子，西陣織などの伝統文化・伝統工芸に

ついて，身近に触れ，体験を通じて理解を深めるための講座を開催する。２２年度は，

親子で参加できる講座とし，幅広い参加を目指す。 

〔上京区役所 総務課 TEL 441-5029〕 

◇区内大学との共同事業 「大学のまち・左京」区民講座の開催 

～区民とともに学ぶ左京学～

 ＜新規＞ 1,200 

各大学の研究者と区民が一緒になって左京区の特性や現状について考え，「大学のま

ち・左京」ならではのまちづくりを進めるため，区内大学と左京区役所の共同事業と

して，区民講座を開催する。 

「区民とともに学ぶ左京学」をテーマに，各大学が「左京の自然環境」及び「左京

の文化」について，それぞれの大学の特色を生かした講座を開講するとともに，左京

区役所も独自に講座開催等の取組を行う。 

 〔左京区役所 総務課 TEL 771-4235〕 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇静原地域のまちづくり               ＜新規＞          800 

静原地域は，貴船・鞍馬と大原との間に位置し，豊かな自然と歴史，文化に彩られ

た地域であるが，その魅力を充分にＰＲできていない。そこで，美しい田園風景と調和

した町並みの保存，自然と調和した昔ながらの生活文化の再確認を基本コンセプトに，地

域，行政及びその他関係機関などが参画した共汗によるワークショップ等を開催し，魅力あ

るまちづくりを実施するための目標や具体策等について検討を行う。 

 〔左京区役所 まちづくり推進課 TEL 771-4246〕 

◇人口増加に対応した地域活動の支援事業      ＜充実＞ 500 

２０年度から取り組んできた「地域とマンションの交流に関する情報交換会」の中

で得られた情報，アイディアを基に，地域において新たな取組を具体化するため，パ

イロット学区による「学区まちづくり事業検討会議（仮称）」を開催する。２２年度は，

プランづくりを行い，２３年度に取組の実施を目指す。 

                           〔中京区役所 総務課 TEL 812-2420〕 

◇大学・地域いきいき東山推進事業 ＜新規＞ 1,200 

区内の大学との地域連携の包括協定締結から３年目に当たり，地域と大学との協働

により「地域力」を高めることを目的に，大学と地域との連携に関する調査を実施し，

新たな連携の仕組みづくりに取り組む。また，市内大学と地域の連携づくりの場，さ

らには大学間交流の場となる「東山区大学地域輪い輪い（わいわい）祭（仮称）」を開

催する。 

                  〔東山区役所 まちづくり推進課 TEL 561-9114〕 

◇南区地域コミュニティ育成支援事業         ＜新規＞      500 

  地域活動の担い手づくりの一環として，区内の子育てサークルと区役所が連携し，

有識者による子育て支援に関する講演を行うとともに，区内で活動する子育てサーク

ルによる活動内容の紹介及び意見交換会を実施する。 

                〔南区役所 まちづくり推進課 TEL 681-3417〕 

 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇「花畑と稲穂の里山」宕陰活性化事業 ＜新規＞ 700 

  棚田風景をはじめ自然豊かな宕陰地域の魅力を多くの人に知ってもらうため，地域

住民と協働で，案内看板の設置や散策路の整備など，地域活性化の取組を進める。ま

た，これらの取組を通じて得た成果や課題を元に，地域の目指す将来像を見据えた「宕

陰アクションプラン」作成に向けた検討を行う。本事業は，産業観光局所管事業「越

畑・棚田の里整備事業」との共同事業として実施する。 

                  〔右京区役所 まちづくり推進課 TEL 861-1264〕 

◇「地域力」育成支援事業～木と華の香り漂う・花いっぱい運動の展開～ 

                          ＜新規＞       900 

  「まちづくりリーダー塾」を開催し，各学区・地域の課題解決に向けて活動する「ま

ちづくりリーダー」の育成を図るとともに，間伐材等を活用したプランター等に花を

植えることにより，自治会活動の活性化の重要な要素である「出会い，きっかけづく

り」を創出する。また，区民の地域活動参画に向けた啓発活動として，「まちづくり推

進活動フォーラム」を開催する。これらにより，次世代の担い手育成を行い，自治会

活動を活性化し，「地域力」の更なる向上を目指す。 

                  〔西京区役所 まちづくり推進課 TEL 381-7197〕 

◇「西京塾」発 公園井戸端会議（仮称）        ＜新規＞    1,200 

  まちづくりについて自ら考え，行動する「自主的なグループ活動の企画と実践の場」

である「西京塾」における公園自然観察会等の取組を充実させ，身近な公園が持つ多彩

な魅力を発信し，より多くの方々に公園への愛着を持っていただき，公園の利用促進はもと

より，公園を通じたコミュニケーションの活性化を図る。 

  ◆公園の魅力発信シンポジウム（仮称） 

    公園を活用した活動等を展開している区内外の団体などが一堂に会して，公園の魅力

や活動の充実方法等について語るシンポジウムを実施する。 

  ◆緑の探研ウォーキング（仮称） 

    西京区の公園や豊かな自然環境に実際に触れていただき，その良さや魅力をＰＲする

機会として，公園や自然に親しめるスポットを巡るウォーキングを行う。 

                       〔西京区役所 総務課 TEL 381-7158〕 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇『洛西ニュータウン』創生のまちづくり  

      ～住民が主役でまちの魅力を高めよう～  ＜充実＞     1,000 

  １９年６月に設立された「洛西ニュータウン創生推進委員会」の取組を継続発展さ

せ，より住民が主体となって，洛西ニュータウン全体の新しいまちづくり体制を構築

していく。 

   活動内容 洛西ニュータウン創生フォーラム，まちづくり勉強会， 

小畑川コミュニティ，地域団体交流事業， 

洛西ニュータウン創生推進ニュース発行  など 

              〔西京区役所洛西支所 まちづくり推進課 TEL 332-9318〕 

◇久我・久我の杜・羽束師地域の総合的まちづくりの推進     

                          ＜充実＞    2,500 

久我・久我の杜・羽束師地域では，小規模開発の急速な進行により，都市基盤の整

備が追いつかず，都市施設等の恒常的不足や地域コミュニティ形成上の課題も生じて

いる。このような状況の中，当該地域の良好な都市環境の整備推進に向け，地域住民

と本市との協働・共汗の取組により，住民，行政双方の取組の指針，目標となる地域

の具体的将来像である「久我・久我の杜・羽束師地域の総合的まちづくりビジョン」

の策定を目指す。 

  ２２年度は，２３年度のビジョン策定に向け，当該地域の課題や地域住民のニーズ

といった基礎データを基に検討を進める。 

                  〔伏見区役所 まちづくり推進課 TEL 611-1144〕 

◇大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進     ＜充実＞    3,500 

  「大岩街道周辺地域の良好な環境づくりに向けたまちづくりの方針」に基づき，地

区計画制度の活用に向けたまちづくり組織の立ち上げを目標とした取組を進める。 

また，大岩山に散在する不法投棄物を根絶し，これまでに積み上げてきた実績と高

まってきている地元住民の機運をもとに，市民が気軽に散策を楽しむことができる美

しい里山の再生に向け，散策路の整備等を行う。 

              〔伏見区役所深草支所 まちづくり推進課 TEL 642-3203〕 

〔伏見区役所深草支所 大岩街道周辺地域環境整備課 TEL 642-3175〕 

 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

＜行財政局＞ 

◇市庁舎整備基本計画（案）の策定に向けた整備方針の確定 

                              ＜充実＞       8,000 

耐震性能の不足をはじめ，施設や設備の老朽化，狭あい化，執務室の分散化等，多

くの課題を抱えている市庁舎の整備について，２０年度から２１年度にかけて開催し

た「市庁舎整備懇談会」の提言を踏まえ，２２年度は整備規模，整備手法等，市庁舎

整備に係る課題等を整理した上で，市庁舎整備方針を確定させ，「市庁舎整備基本計画

（案）」の策定に向けた取組を行う。 

                       〔行財政局 総務課 TEL 222-3045〕 

◇芸術大学サテライト施設企画展運営                    ＜新規＞       7,000 

京都市立京都堀川音楽高等学校に併設される市立芸術大学サテライト施設の開設

に当たり，２２年度は，コンテンポラリーアート（現代芸術）に関する企画展を実施

する。 

場  所 中京区油小路通御池押油小路町         

                   〔行財政局 芸術大学総務課 TEL 334-2200〕 

◇芸術大学整備・改革の推進              ＜充実＞      27,000 

公立大学として果たすべき社会貢献を積極的に推進し，今まで以上に時代や社会の期

待に応え得る力を持つ２１世紀にふさわしい大学に飛躍するため，教育研究の充実及び

関係諸機関との連携の強化を着実に実行するとともに，それらを推進するための組

織・運営体制を構築する必要がある。このため，２４年度の公立大学法人化を目指し

て，２２年度は「芸術大学整備・改革基本計画（仮称）」に基づき，公立大学法人の定

款等の規定作成や新たな財務会計制度の導入等，具体的な準備業務を進める。 

〔行財政局 総務課 TEL 222-3045〕 

 

 

 

 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇職員提案予算の実施                   ＜充実＞   24,000 

市民の目線に立って改革に取り組む職員からの現場の声やアイデアから，市民サー

ビスの向上につながる事業等を実現するために必要な予算を措置する職員提案予算を 

２１年度から導入した。 

２２年度は，公営企業も含めた全庁から提案を受け付け，以下の事業を実施する。 

   〔行財政局 人材活性化推進室  TEL 222-3050〕 

〔行財政局 財政課 TEL 222-3291〕 

【行財政局】 

  課税資料の効率的なデータ化推進事業  8,500 

〔行財政局 税制課 TEL 213-5200〕 

【都市計画局】 

  歴史的町並みの保全に係る補助金交付制度概要のリーフレット作成  300 

〔都市計画局 景観政策課 TEL 222-3397〕 

【醍醐支所】 

  市民応対窓口カウンター改善事業  300 

〔伏見区役所醍醐支所 総務課 TEL 571-6105〕 

【消防局】 

  文化財の搬出に要するトリアージタッグの作成  1,000 

    文化財防災マイスターの養成 1,000 

    住宅用火災警報器設置促進説明用キットの製作 1,700 

〔消防局 庶務課 TEL 212-6635〕 

【交通局】 

  交通局マスコットキャラ「京ちゃん」「都くん」の着ぐるみ製作 1,800 

〔交通局 総務課 TEL 863-5035〕 

ドライブレコーダーを活用した市バス走行環境の改善  9,000 

〔交通局 運輸課 TEL 863-5123〕 

【上下水道局】 

  聴覚障害者等への窓口応対支援事業  400 

                   〔上下水道局 お客さまサービス推進室 TEL 672-7734〕 

                     

 

 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

＜総合企画局＞ 

◇次期京都市基本計画の策定に向けた取組              ＜充実＞     62,000 

地域主権時代のモデル都市を目指し，２３年度から１０年間の京都の未来像と主

要政策を明示した都市経営の基本となる次期京都市基本計画を策定する。２２年度

は，２１年度に引き続き，「京都市基本計画審議会」及び「未来の担い手・若者会議

Ｕ３５」の運営やシンポジウムなどの市民参加事業を実施した後，審議会からの答

申を受け，市会の議決を経て，基本計画を策定する。 

                        〔総合企画局 政策企画室 TEL 222-3035〕 

◇山ノ内浄水場跡地活用方針の策定           ＜新規＞    4,500 

２４年度末に廃止となる山ノ内浄水場の跡地活用について，学識経験者等で構成す

る審議会を設置し，西部地域のまちづくりや地下鉄増客等，幅広い観点から議論を行

い，跡地の活用方針を策定するとともに，活用事業者の選定に向けた取組を進める。 

             〔総合企画局 市民協働政策推進室 TEL 222-3032〕 

◇輝く学生応援プロジェクト              ＜新規＞    5,000 

キャンパスプラザ京都に整備する「学生の活動拠点」において，学生が大学の枠を

超えて行う，京都のまちの活性化につながる活動を支援する。 

事 業 内 容  活動の場や情報の提供，相談，活動内容の発信等総合的な支援 

        まちの活性化につながる活動に対する助成や表彰による支援 

学生の活動と地域のニーズとのマッチング，連携への支援 

 全体事業費  ８百万円 

（局配分枠３百万円，未来まちづくり推進枠５百万円） 

            〔総合企画局 市民協働政策推進室 TEL 222-3103〕 

 

 

 

 

 

 



 

（４ 未来の京都への先行投資，京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

◇京都・グアダラハラ姉妹都市提携３０周年記念事業     ＜新規＞       7,000 

グアダラハラ（メキシコ）との姉妹都市提携３０周年を記念して，記念事業を実施す 

る。 

事 業 内 容  グアダラハラにおける京都・日本の文化紹介（相撲を通した交流 

等）及び観光・京町家のＰＲなど京都創生の海外発信 

        京都におけるグアダラハラの文化紹介（音楽演奏等） など 

 全体事業費  １５百万円 

（局配分枠８百万円，未来まちづくり推進枠７百万円） 

                   〔総合企画局 国際化推進室 TEL 222-3072〕 

◇国際文化交流大使の創設               ＜新規＞   1,000 

京都で暮らす様々な国の方を「国際文化交流大使」に任命し，各種団体や地域，学

校の催しなどに出向いていただき，それぞれの国の歴史・文化・生活との触れ合いを

通じて交流を深める。 

                      〔総合企画局 国際化推進室 TEL 222-3072〕   
 
【局配分枠における主な新規・充実事業（総合企画局）】 

［新規事業］ 

◇京都創生ＰＲ事業「京あるきin東京」（仮称）          12,000 

◇新たな市民参加推進計画の策定                             2,000 

 

 

 

 

 


