
千円 千円

一般会計合計 15,807,000 14,716,000

特別会計合計 221,200 224,900

（うち雇用対策事業特別会計104,200）

1 都市計画 591,327 568,241

都 市 づ く り 推 進 職住共存地区整備推進事業 3,750 3,750

地域協働型地区計画の策定推進

らくなん進都整備推進事業 7,300 12,300

推進協議会の運営

らくなん進都の新たなまちづくりの推進

京都市景観・まちづくりセンター運営 105,124 150,744

財団法人運営補助

まちづくり活動支援

本年度予算額前年度予算額

＜都市計画局所管＞

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

　まちづくり活動支援

　京町家なんでも相談など

京都市景観・まちづくりセンター施設運営

　景観・まちづくり大学など

都 市 計 画 次期都市計画マスタープラン策定 7,500 7,000

交 通 政 策 「歩くまち・京都」の推進 105,300 109,000

「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 <未来枠>

「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化

<未来枠>

「スローライフ京都」大作戦
 プロジェクト

（モビリティ・マネジメン
トの推進） <未来枠>

「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 <未来枠>

「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業 <未来枠>

京都駅南口駅前広場の整備 <未来枠>

観光地等交通対策

関西国際空港全体構想の推進 8,250 10,290

鉄道軌道輸送高度化事業費補助 50,000 34,411

鉄道駅耐震補強事業費補助 5,000 5,000

京阪深草駅

京北ふるさとバス運行補助 33,160 32,000

（都市計画局－1）



千円 千円

本年度予算額前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

2 風致美観 1,138,290 1,206,196

風 致 美 観 美観地区等規制指導事務 15,356 21,080

美観地区等の規制及び指導，市民周知・啓発など

進化する新景観政策推進事業                 <未来枠> 23,000 -

伝統的建造物群保存等事業 33,065 31,500

修理・修景補助

嵯峨鳥居本町並み保存館公開展示

歴史的町並み再生事業 89,843 93,600

姉小路界わい地区街なみ環境整備事業 4,720 5,200

通り景観改善

京町家の保全・再生策の策定及び推進 　　　　<未来枠> 3,000 -

京都市眺望景観創生条例の運用 2 195 2 480京都市眺望景観創生条例の運用 2,195 2,480

京都創生・景観づくり事業 25,380 26,420

優良屋外広告物デザイン助成

優良屋外広告物誘導事業

景観審査会の運営

景観政策検証システムの構築 8,000 11,000

市民共汗サポーターによる違反広告物簡易除却事業 2,380 1,800

市民による美観再生推進事業                 <未来枠> 1,000 -

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 300 -

ット作成　　　　　　　　　　　　　　 <未来枠>

（職員提案予算）

古 都 保 存 古都保存区域内の規制・買収・補償 600,000 600,000

古都特別保存地区内の土地の買入れ

古都保存区域内の施設整備・維持管理 61,902 57,017

嵐山地区の柵の設置など

特別緑地保全地区内の規制・買収・補償 105,000 150,000

洛西中央特別緑地保全地区内の土地の買入れ

（都市計画局－2）



千円 千円

本年度予算額前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

北白川丸山町緑地整備 76,743 109,369

三山森林景観保全・再生ガイドラインの作成 15,000 15,000

開 発 指 導 宅地開発指導 21,740 21,740

3 建築指導 155,881 122,820

建 築 指 導 建築許可・確認等事務 47,649 53,048

検査向上・違反指導 15,200 14,995

建築物の耐震対策 30,050 26,060

木造住宅耐震診断士派遣

京町家耐震診断士派遣

分譲マンション耐震診断助成

特定建築物の耐震診断助成

                      など

建設リサイクル法に関する事務 1,300 1,300

吹付けアスベスト除去等助成 17,500 17,500

既存建築物のデータベース作成 <新　規> 34,710 -

京都環境配慮建築物認証制度（CASBEE京都）の策定及び 4,500 -

普及啓発 <未来枠>

4 建物管理 358,000 537,000

建 物 管 理 市有建築物維持修繕等 304,000 318,000

アセットマネジメント推進事業 46,000 66,000

市有建築物耐震診断

省エネルギー改修及びバリアフリー改修緊急対策事業 8,000 153,000

省エネルギー改修及びバリアフリー改修緊急対策事業費の状況

21年度当初予算 153,000

⇒21年度2月補正150,000 22年度当初予算8,000 合計158,000

（都市計画局－3）



千円 千円

本年度予算額前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

5 住宅管理 3,801,795 4,474,579

公営住宅管理業務 公営住宅等管理運営（管理戸数　１９,０８２戸） 2,705,888 3,043,842

高齢者等対応住戸改善 25,628 25,968

改良住宅管理業務 改良住宅等管理運営（管理戸数　４,６３０戸） 1,053,279 1,209,509

高齢者等対応住戸改善 7,000 7,000

政策目的入居支援事業 10,000 10,000

6 住宅対策 2,470,789 2,625,945

住 宅 対 策 安心すまいづくり推進事業 71 864 71 644

公営住宅等管理運営費の状況

21年度当初予算 3,043,842

⇒21年度2月補正145,000 22年度当初予算2,705,888 合計2,850,888

住 宅 対 策 安心すまいづくり推進事業 71,864 71,644

すまいよろず相談，すまいスクール，すまい体験館管理

運営，リフォーム推進事業など

分譲マンション共用部分バリアフリー改修 <未来枠> 3,000 -

分譲マンション管理支援事業 2,000 2,000

分譲マンション建替・大規模修繕アドバイザー派遣 5,000 5,000

地域優良賃貸住宅（一般型）供給促進事業 1,013,944 1,148,031

中堅ファミリー向けの優良賃貸住宅への助成措置

　継続分　２，７８３戸

地域優良賃貸住宅（高齢者型）供給促進事業 264,417 171,956

高齢者向けの優良賃貸住宅への助成措置

　継続分　２００戸

地域・医療提携型地域優良賃貸住宅建設費補助

　新規分　　２８戸 <未来枠>

京都市あんぜん住宅改善資金融資制度 1,006,840 1,094,851

二戸一化耐震建替融資など

（都市計画局－4）
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本年度予算額前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

耐震改修助成 27,800 74,300

木造住宅耐震改修助成，京町家耐震改修助成

高齢者等の木造住宅簡易耐震改修等助成

地域連携型空き家流通促進事業 <未来枠> 3,000 -

平成の京町家普及・促進事業 <未来枠> 12,000 -

コンソーシアムの設立，京町家の建設補助

モデル住宅展示場の敷地整備など

（8 住環境整備事業20,000　合計32,000）

7 公営住宅建設事業 1,376,464 562,051

公営住宅建設事業 公営住宅建設事業 1,376,464 562,051

ストック総合改善など

  山科３棟西側トータルリモデル

  エレベーター設置

　　　　　　　　など　　　

8 住環境整備事業 4,676,787 3,384,601

環 境 改 良 事 業 住宅地区改良事業 2,800,586 1,997,417

（建設）

　継続

　　崇仁塩小路高倉２－２棟（仮称） ２６戸

　　三条鴨東２２棟（仮称）　　 　　４８戸

建物の買収，補償，除却

崇仁北部　改良事業計画見直しと区画整理事業計画策定

<未来枠>

など

改良住宅等改善事業 1,541,449 1,184,722

改良住宅等建替，ストック総合改善

（建設）

　継続

　　崇仁南部新２棟（仮称）　 　３６戸

　　北河原新棟（仮称）　　　 　７７戸

 エレベーター設置

　　　　       など

東九条地区住宅市街地総合整備事業 334,752 202,462

建物の買収，補償，除却など

（都市計画局－5）



千円 千円

本年度予算額前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

9 計画総務 1,237,667 1,234,567

御池地下街・地下 御池地下街・地下駐車場建設事業等 715,476 715,213

駐車場建設事業 京都御池地下街株式会社に対する建設資金補助金など

御池公共地下道等の維持管理 162,060 162,060

洛西ニュータウン 洛西ニュータウン維持管理・整備事業 36,813 36,813

管理

駐車場事業特別会計 駐車場事業特別会計繰出金 81,000 77,000

繰出金

10 駐車場事業特別会計 117,000 117,000

醍醐駐車場維持管理 46,240

公債費 70,760

一般会計からの繰入金 81,000 77,000

（都市計画局－6）


