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〔単位：千円〕 

  

４ 未来の京都への先行投資， 

歴史都市京都の新たな魅力を創出する施策 

                 ５８項目 4,090,100 
＜総合企画局＞ 

①「はばたけ未来へ！ 京
みやこ

プラン（京都市基本計画）」の発信と 

新たな実施計画の策定       16,000 

２３年度から１０年間を計画期間とする「はばたけ未来へ！ 京
みやこ

プラン（京都市

基本計画）」の着実な推進に向け，計画内容を広く市民に知っていただけるよう広報活

動を展開するとともに，基本計画に掲げる重点戦略及び行政経営の大綱を推進するた

めの具体的な取組内容やスケジュール，目標等を明示した５年程度を計画期間とする

新たな実施計画を，財政構造改革の改革実行計画と一体のものとして策定する。 

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

〔行財政局 財政課 TEL 222-3293〕 

②未来の京都創造研究事業（仮称）                    17,000 

幅広い大学間ネットワークを構築している大学コンソーシアム京都と協働して，未

来の京都づくりに向けた政策を立案するための調査・研究を実施するとともに，若手

をはじめとした市政を支える研究者等の発掘，育成とネットワークの形成を図る。 

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

③京都・ザグレブ姉妹都市提携３０周年及び 

京都・キエフ姉妹都市提携４０周年記念事業        9,000 

ザグレブ（クロアチア）との姉妹都市提携３０周年及びキエフ（ウクライナ）との

姉妹都市提携４０周年を記念して，市民レベルでの交流を推進するため，京都におい

てザグレブ，キエフを身近に感じてもらう文化紹介イベントを開催するとともに，ザ

グレブ，キエフに代表団を派遣し，京都・日本の文化紹介及び観光・京町家のＰＲな

ど京都創生の海外発信を行う。 

全体事業費 １９百万円（未来枠９百万円，局配分枠１０百万円） 

                〔総合企画局 国際化推進室 TEL 222-3072〕 
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④岡崎地域活性化推進事業                      30,000 

◆エリアマネジメント組織の設立・運営                            5,000 

岡崎地域活性化ビジョンを着実に推進するため，地域の施設や団体，事業者，行

政，専門分野のアドバイザー，マネジメントの専門家等で構成するエリアマネジメ

ント組織を設立し，施設間連携の強化や魅力創出事業の企画・調整・推進などに取

り組む。 

◆岡崎・光とアートのプロムナード事業（仮称）及び魅力情報発信事業 25,000 

エリアマネジメント組織による岡崎地域活性化リーディング事業として，施設の

夜間開館のほか，ライトアップやイルミネーションなど光とアートの演出により，

新たな夜の賑わいを創出する。 

また，地域の施設や資源をつなぐモデルコースを設定し，散策マップを発行する

とともに，携帯端末など様々な媒体を活用した魅力情報の発信を行う。 

〔総合企画局 市民協働政策推進室 TEL 222-4178〕 

【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］ 

◇中国における留学生フェアの開催 (仮称）             3,700 

◇留学生誘致用ホームページの開設                  1,300 

◇京都の魅力海外発信事業               4,000 

◇国際交流ボランティア推進事業                   1,000 

＜産業観光局＞ 

⑤知恵産業の推進                            39,000 

◆知恵産業融合センター推進事業                                4,000 

グローバル市場も見据えた新たな顧客を開拓し，産業の競争力を高める製品開発

を促進するため，中小企業等が有する技術の市場分析を行い，データベース化を図

り，市場ニーズにこたえる技術情報を抽出し，新技術・新商品の開発につなげると

ともに，商品化の可能性調査を実施する。 

全体事業費 ３１百万円 

 雇用特会 ２７百万円（企業情報分析システムの構築） 

 未来枠   ４百万円（商品化調査） 

〔産業観光局 産業技術研究所 TEL 326-6100〕 
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◆大学発技術シーズの活用支援事業  3,000 

        大学が保有している技術・研究シーズ（研究レポート，論文等）のうち，中小企

業が活用できる可能性の高いものを抽出し，大企業ＯＢなどの協力の下，わかりや

すく整理・解説し，冊子等にまとめることにより，中小企業による新商品・新技術

の開発に結び付ける。 

〔産業観光局 産業振興室 TEL 222-3324〕 

◆京都発革新的医療技術研究開発助成              20,000 

        医工薬産学公連携支援事業の活動拠点を，京都大学「先端医療機器開発・臨床研

究センター」内に移転し，医療現場に近接した環境で本格的に事業を展開すること

に伴い，市内の大学研究者及び中小・ベンチャー企業を対象に，新たな医療機器や

医薬品の開発につながる革新的な医療技術に関する研究開発への助成制度を創設す

る。（１件当たり１００～１３０万円） 

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

◆マンガミュージアム新展開事業  12,000 

      ○マンガコンテンツ活用推進事業 

マンガミュージアム研究員，芸術系大学生，デザイナー，企業等が連携し，マ

ンガコンテンツをファッション・デザインに取り入れたリアルクローズ（日常に

着ることができる服）の創作を通じて，コンテンツのクロスメディア展開の可能

性を探ることにより，新産業の創出を図る。また，創作作品のファッションショ

ーを開催し，優秀作品の選定を行う。 

   ○マンガミュージアムデコレーションプロジェクト 

     京都国際マンガミュージアムのアール・デコ調の壁面を生かした映像コンテン

ツの制作を課題とするコンペを開催し，クリエイターの人材育成と，京都の固有

資源の活用化を図る。また，市民も鑑賞できる上映会を開催するとともに，優れ

た作品は他のイベント時にも上映する。 

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

⑥戦略的企業誘致の推進（企業立地促進助成制度の対象拡大）   債務負担行為 

円高，デフレ等に伴う国内での設備投資意欲の減退に対応するため，京都市企業立

地促進助成制度でこれまで対象としていなかった工場等建物の賃借による新規拠点の

設置に伴う設備投資について，設備・機器に係る固定資産税相当額を２年間新たに助

成する。 

                   〔産業観光局 産業振興室 TEL 222-3324〕 
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⑦ソーシャルビジネス支援事業                      6,000 

ビジネスとしての収益性を確保しつつ，社会的課題を解決していこうとする「ソー

シャルビジネス」の認知度の向上や活動の活性化を図るため，京都市に適したソーシ

ャルビジネスを検討する調査研究や，啓発のためのフォーラム，セミナーを実施する。 

                   〔産業観光局 商業振興課 TEL 222-3340〕 

⑧観光立国・日本 京都拠点プロジェクト                10,000 

観光庁と連携を密にし，それぞれが持つノウハウ，ネットワーク等を融合して，観

光立国を推進する共同事業に取り組む。 

◆ラグジュアリー層を中心とする外国人観光客の誘致             5,000 

平成２４年度以降のＩＬＴＭ Ａｓｉａ（富裕層向け旅行を扱う商談会）の京都

誘致に向け，本年６月，上海で開催される同商談会に参加する旅行会社を京都に招

へいし，観光関係者等との情報交換や観光資源視察などを行う。 

◆外国人観光客受入環境の充実                          2,000 

宿泊施設向けに，緊急対応のための多言語コールセンター（２４時間対応）を開

設し，実証実験を行う。 

◆ＩＴを活用した口コミによるプロモーション                3,000 

全世界で５億人の会員数を擁するフェイスブックなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス＝インターネットを利用したコミュニケーションサービ

ス）を活用し，京都の観光情報の海外発信を強化する。 

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

⑨京都らしいＭＩＣＥ開催の支援                       5,000 

京都市ＭＩＣＥ戦略に基づき，大規模国際会議に加え，中小規模の国際会議，ミー

ティング（グループ企業の役員会議等）やインセンティブトラベル（企業の報奨や研

修のための旅行等）などの誘致を推進するため，伝統産業や文化芸術の実演者，芸舞

妓等を会議場所やパーティーに派遣することで京都の魅力を発信し，京都ならではの

特色ある支援を行う。 

                             〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 
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⑩観光案内標識アップグレード推進事業                 50,000 

「歩く観光」を推進するため，平成２２年度中に取りまとめる予定の「観光案内標

識アップグレード指針」に基づき，平成２７年度までの５箇年で，市内の観光エリア

の中から優先度の高いエリアを抽出し，観光案内標識の整備を進める。平成２３年度

は２４年初頭に水族館がオープンする予定の梅小路エリアを対象エリアの一つとする。 

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

⑪四季・彩りの森復活プロジェクト                     20,000 

市街地周辺の三山においては，燃料の採取源として森林が利用されなくなるなど，

「人と森林との関係」が希薄となり，かつて四季に彩られた森林の景観が大きく変化

し，さらに，近年のカシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害やシカの食害の増加等

が森林の裸地化と景観の悪化に拍車をかけている。 

そこで，ナラ枯れ等の被害木を伐採し，地域性苗木（ヤマザクラやモミジなど）の

植栽等を行い，被害跡地を復旧するとともに，「森の資源を持続的に使って森を元気に

する」ための施業路等の基盤整備に向けた調査を行い，四季の彩りを感じさせる京都

三山の再生を目指す。 

全体事業費 ４２百万円 

未来枠 ２０百万円（土地所有者調査，植生調査等） 

雇用特会２２百万円（伐採，植栽等）  

                             〔産業観光局 林業振興課 TEL 222-3346〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（産業観光局）】 

［新規事業］ 

◇観光エリアと商業エリアの連携による観光・商業活性化事業（雇用特会）  

      24,000 

◇「伏見」城下町 観光・商業活性化事業（雇用特会）      16,000 

◇ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」観光ＰＲ事業（雇用特会）       13,000 

◇京都ユニバーサル観光ナビの充実（雇用特会）           6,600 

◇京都市三山における森林所有者調査事業（雇用特会）          32,000 

【知恵産業推進事業関連】 

◇地域中小企業ものづくり技術者支援事業（雇用特会）       40,800 
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◇京都デザイン活用促進事業（雇用特会）             20,000 

［充実事業］ 

◇地域産学官共同研究拠点事業   全体事業費 89,991（うち，充実分65,991） 

◇コンテンツ産業推進事業（クリエイター人材育成事業） 

全体事業費 24,000（うち，充実分 4,000）  

 

＜都市計画局＞ 

⑫景観形成推進事業                           2,000 

良好な景観を形成するために，市の景観政策の実施状況や評価などを市民に分かり

やすく伝える「（仮称）京都市景観白書」を発行するとともに，市民等と議論を行う場

を新たに設ける。さらに，地域における景観形成に向けた活動において，中心的な役

割を担う「美観メイクアーティスト」を育成する講座を実施し，市民をはじめとする

あらゆる主体が参加，協働し，地域の特性に応じた景観づくりの取組を推進する。 

 〔都市計画局 景観政策課 TEL 222-3397〕 

⑬三山森林景観保全・再生ガイドラインの運用              1,000 

京都に相応しい森林景観を保全・再生するため，三山の森林景観のガイドラインを

市民や事業者などへ広く周知することにより，三山のあるべき姿への整備誘導や森林

景観づくりの動機付けを図る。 

〔都市計画局 風致保全課 TEL 222-3475〕 

⑭らくなん進都における公共交通利用環境向上事業            5,000 

らくなん進都の公共交通利用環境の向上に向け，京都駅とらくなん進都を結ぶバス

の停留所付近に仮設駐輪場を設置し，自転車を活用した社会実験を行うとともに，地

区内の公共交通情報の発信を行う。 

〔都市計画局 都市づくり推進課 TEL 222-3503〕 

 

【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］ 

◇美観地区等規制指導事務        全体事業費  11,519（うち充実分  960） 

◇歴史的町並み再生事業         全体事業費  94,940（うち充実分4,080） 
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＜建設局＞ 

⑮石畳舗装維持補修                         85,000 

伝統的建造物群保存地区等においては，風情を感じさせる趣のある石畳舗装が施さ

れているが，車両通行等の影響により損傷し，点在する補修跡が著しく景観を損ねて

いる。このため，これを順次補修し，歩行者の通行の安全と，景観の保全を図る。 

                     〔建設局 調整管理課 TEL 222-3568〕 

⑯無電柱化事業                             28,000 

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，無電柱化を実施する。 

２３年度は，渡月橋南詰，愛宕街道（嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区），銀閣

寺宇多野線（銀閣寺参道），小川通（上京小川歴史的景観保全修景地区）において，無

電柱化を推進する。 

全体事業費    ４３６百万円（うち未来枠 ２８百万円） 

                〔建設局 道路環境整備課 TEL 222-3570〕 

⑰梅小路公園の再整備                       39,500 

民間事業者から提案のあった水族館，鉄道博物館整備計画を契機として検討を進め

ている梅小路公園の再整備について，広域避難場所として位置づけられている当公園

の防災機能の向上のため，防災トイレの整備及び放送設備の充実を図る。 

（参考） 

京都水族館（仮称）整備 

 整備・運営主体  オリックス不動産株式会社 

 開業予定時期   ２４年初頭 

大型バス駐車場・普通車駐車場（交通弱者用）及び駐輪場等の整備 

整備・運営主体  公募により決定する民間事業者 

 整備予定時期   ２３年度 

                        〔建設局 緑政課 TEL 222-3589〕 

⑱新十条相深公園の整備                        432,000 

京都高速道路新十条通のトンネル上部を利用して，街区公園を整備する。 

場  所  伏見区深草相深町 

面  積  １，６００㎡ 
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年次計画  ２３年度 用地買戻し，設計 

      ２４年度 工事 

                        〔建設局 緑政課 TEL 222-3589〕 

⑲高瀬川再生プロジェクト                     15,000 

近年，水量の減少傾向が見られる高瀬川について，漏水防止及び護岸の崩壊防止等

を目的とする護岸改修を実施する。 

２３年度は，取水口から四条通までの区間の詳細設計に着手し，２４年度以降，順

次改修工事に取り掛かる。 

                     〔建設局 河川整備課 TEL 222-3591〕 

⑳岡崎地域活性化推進事業                       7,600 

◆公園区域の拡張                                        

岡崎公園の区域を拡張し，蹴上から鴨川に至る桜並木を一体的に散策，回遊でき

る魅力あふれた公園とするため，国立近代美術館南側から鴨川までの琵琶湖疏水及

び疏水沿道の測量を行う。 

〔建設局 緑政課 TEL 222-3589〕 

＜教育委員会＞ 

○21学校増改築等施設整備事業  922,500 

◆東山区南部地域統合小中一貫校整備   532,800 

２６年４月に，東山区南部地域にある４小中学校を統合し，二拠点一体活用型小中

一貫校を開校する。 

校舎は現一橋小学校敷地に新たに整備し，現月輪中学校は改修を行い，継続して使

用する。 

２３年度は，現一橋小学校の解体を行うとともに，新校舎の実施設計等を実施する。 

統合対象 一橋小学校，月輪小学校，今熊野小学校，月輪中学校 

整備場所 東山区本町通１０丁目東入下池田町（現一橋小学校） 

東山区泉涌寺山内町（現月輪中学校） 

校舎規模 約１０，８００㎡ 

整備期間 ２３～２５年度 

総事業費 ４，２８４百万円 
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◆小・中学校増収容対策   335,100 

児童・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。 

（実施設計等） 

御所南小学校，岩倉南小学校 

（整備） 

京都御池中学校 

（仮設校舎整備） 

醍醐小学校 

◆総合支援学校増収容対策   54,600 

総合支援学校に通う児童・生徒数の増加による教室数の不足の解消や，教育活動の

さらなる拡充に対応できるよう，施設整備を行い，教育環境の充実を図る。 

（実施設計等） 

北総合支援学校，西総合支援学校，白河総合支援学校 

（整備） 

鳴滝総合支援学校 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 

○22幼稚園空調機設置及び小・中学校等空調機更新  293,300 

◆幼稚園空調機設置   66,500 

市立幼稚園のうち，空調設備が設置されていない幼稚園（１４園）において，日常

的な教育活動の場となる遊戯室等に空調設備を導入する。 

◆小・中学校等空調機更新                               226,800 

昭和４６年～平成９年の間に，国における騒音対策に係る補助制度を活用して導入

した小・中学校等の水冷式・空冷式空調機について，計画的に更新する。 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 

○23屋内運動場改築事業                              35,500 

災害発生時には地域住民等の緊急避難施設として活用されるなど，学校のみならず 

地域にとっても重要な役割を果たす施設である屋内運動場（体育館）について，老朽度

等を勘案し，計画的に改築する。 

２３年度は，屋内運動場の耐力度調査及び実施設計を行う。 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 
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○24「子育て親子ふれあいセンター（仮称）」整備               30,000 

青少年科学センター内の一部スペースを活用し，親子で科学的な遊び等を通じてふれ

あいながら,子育て世代の交流を図り，併せてボランティア等による相談業務も実施す

ることにより，子育ての楽しさを実感できるよう，「子育て親子ふれあいセンター（仮

称）」を整備する。 

開設時期 ２３年度中 

整備内容 親子で活動できる施設（展示）の設置 

親子で学ぶ図書コーナーの設置   など 

〔教育委員会事務局 青少年科学センター TEL 642-1601〕 

 

【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］ 

◇中学校指導計画・補充発展資料作成               12,196 

◇カリキュラム開発支援センター所蔵資料のデジタル配信      2,633 

◇京（みやこ）少年モノづくり倶楽部                1,300 

◇京のまちかど博物館ハンドブック（仮称）の発行          3,500 

◇「子どもを共に育む京都市民憲章の 

実践の推進に関する条例」制定記念事業     3,000 

◇青少年のための「親学習」プログラム策定              1,000 

◇生涯学習総合センター・中央図書館開館３０周年記念事業      4,000 

◇Ｕ－１５サイエンティスト養成事業                1,000 

 

［充実事業］ 

◇学生ボランティア学校サポート事業 

      全体事業費27,314（うち充実分  1,814) 
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＜文化市民局＞ 

○25若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり                    6,500 

京都を活躍の場とする若手芸術家の育成・支援を図るため，市内の芸術系大学，美

術館，ギャラリー等とのネットワークを築き，空き家や民間施設，公共空間等を活用

した居住・制作・発表の場づくりを行う。 

     〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

○26映画都市・京都の推進                              2,500 

９年度から開催している「京都映画祭」や２１年度に設置した「京都映画文化会議」

及び「京都市フィルム・オフィス」等の成果を踏まえ，映画都市・京都にふさわしい

今後の京都の映画文化の在り方について，映画関係者や学識経験者で組織する委員会

を設置し，検討を行う。 

     〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

○27第２６回国民文化祭・京都２０１１開催                 396,700 

２３年度は，全国の文化団体等が競演・交流する国内 大の文化祭典である「国民

文化祭」が，京都府内で開催される。京都市では１３事業を実施する。 

会期 ２３年１０月２９日（土）から１１月６日（日）までの９日間 

京都市が実施する事業 １３事業 

  合唱の祭典，吹奏楽の祭典，ジュニアオーケストラの祭典， 

全国吟詠剣詩舞道祭，日本舞踊の祭典，邦楽の祭典，能楽の祭典， 

連句の祭典，美術展（日本画・洋画・書・彫刻），京の暮らしの文化展， 

はじめてのお茶とお香，京のいけばな展，マンガアートフェスティバル 

〔文化市民局 国民文化祭推進課 TEL 366-1495〕 

○28特別天然記念物オオサンショウウオの緊急生息調査                 3,200 

鴨川水系に生息する国の特別天然記念物であるオオサンショウウオと，中国産のオ

オサンショウウオの交雑が近年進んでいることから，その生息調査を実施し，日本固

有種の保護に努める。 

     〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕 
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○29新「京都市動物園構想」の推進                        687,000 

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，「いのちにふれる憩いの場」，「種の保存等自

然保護への貢献」，「環境教育」，「研究」という使命を果たすことのできる環境づくり

や環境配慮型の施設整備を行う。 

ネコワールド（仮称），アフリカの草原，バク舎，オランウータン舎の整備 

新「は虫類館」，正面エントランスの設計 など 

     〔文化市民局 動物園 TEL 771-0210〕 

○30世界遺産・二条城本格修理事業                        69,600 

世界遺産・二条城が有する文化財建造物の本格修理事業を計画的に実施する。 

２３年度は，二の丸御殿唐門及び築地（ついじ）塀の屋根葺き替え等の準備工事を

行う。 

併せて，入城者の利便性向上のための施設整備等を実施する。 

第１期事業計画 

事業内容 二の丸御殿唐門，築地（ついじ）塀，東大手門，番所の保存修理 

事業期間 ２３～２６年度 

事 業 費 ８００百万円 

     〔文化市民局 元離宮二条城事務所 TEL 841-0096〕 

○31京都会館再整備事業                               73,600 

京都の「文化の殿堂」である京都会館の再整備について，２２年度に市民意見の募

集を行い，今後も市民に愛される施設となるよう取り組む。 

２３年度は，基本設計を実施する。 

     〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

○32次期各区基本計画推進事業（区民との共汗による計画の推進）              

11,000 

次期各区基本計画を区民との共汗により推進するため，各区が創意工夫を凝らしな

がら，具体的な事業を実施することにより，区民との協働によるまちづくりを進める。 

                〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 
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○33地域コミュニティ活性化策の推進                          5,000 

早期制定に向けて検討を行っている「地域コミュニティ活性化条例（仮称）」の周

知，広報を行うとともに，条例を推進するための計画策定及び具体策の実施状況の進

ちょく管理等を行う。 

     〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

○34上京区総合庁舎整備                             184,200 

上京区総合庁舎整備に向け，整備手法を検討したうえで，実施方針等を策定し，事

業者を選定する。 

また，隣接する整備用地を取得するほか，現地建替えに伴う仮庁舎整備工事及び現

庁舎解体設計を行う。 

     〔文化市民局 区政推進課 TEL 222-3048〕 

○35戸籍事務電算化に向けた調査                            2,000 

現在，手作業で行っている戸籍事務について，戸籍届出から戸籍記載までの一連の

事務処理を効率的，かつ，より正確に行うための電算化の実施に向け， 適なシステ

ムの構築についての調査，検討を行う。 

     〔文化市民局 区政推進課 TEL 222-3048〕 

○36ワンストップサービス実施に係る調査                      2,000 

区役所における窓口サービス向上を目指し，京都市に適したワンストップサービス

の導入について，窓口が連携して一度に申請を受け付けるＩＴを活用した受付システ

ムなどの他都市の先行事例を参考にした調査，検討を行う。 

     〔文化市民局 区政推進課 TEL 222-3048〕 

○37路上喫煙等禁止区域の拡大                            22,700 

京都市路上喫煙等対策審議会での審議を経て，２３年度は，京都駅周辺及び清水・

祇園周辺を路上喫煙等禁止区域に指定し，広報啓発を積極的に実施することで，市内

全域での喫煙マナーの向上を図る。 

     〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

○38真のワーク・ライフ・バランス推進事業                       3,000 

「はばたけ未来へ！京（みやこ）プラン」や次期「きょうと男女共同参画推進プラ

ン」において重点戦略に位置付けている，仕事と家庭，地域貢献が調和した「真のワ
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ーク・ライフ・バランス」を具体的に推進し，幅広い層に広く周知することを目的と

し，各人の能力の上手な活かし方など地域活動を担うために必要なノウハウを伝授す

る講座やワークショップ等をオール京都市役所の体制で実施する。 

              〔文化市民局 男女共同参画推進課 TEL 222-3091〕 

○39京都マラソン開催                              250,000 

ランナーやボランティア，市民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，市民スポーツの振興はもとより都市ブランドの更なる向上や高い経

済効果が見込める「京都マラソン」を開催する。 

 

 

 

○40京都市体育館改修                               21,000 

京都のスポーツの聖地「西京極」の中心施設の一つとして，生涯スポーツから，各

種の国際的，全国的規模の競技大会まで幅広く開催されている京都市体育館について，

建築後５０年近くを経過し，老朽化が進んでいることから，競技者，観戦者，運営者

それぞれの観点からより使いやすい施設となるよう，耐震補強工事等と併せて大規模

改修工事を実施する。 

２３年度は，耐震調査，基本設計等を実施する。 

     〔文化市民局 スポーツ企画課 TEL 366-0168〕 

○41下鳥羽公園球技場人工芝張替え                        100,000 

日本サッカー協会人工芝公認施設である下鳥羽公園球技場について，人工芝の磨耗

が進んでいることから，同協会の公認更新に併せて，全面張替えを行い，市民のスポ

ーツ環境の充実を図る。 

     〔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］ 

◇青少年の市政参加推進制度の創設                   1,730 

◇いきいき市民活動センター運営                   357,165 

◇京都・二条城展（仮称）東京開催準備               1,000 

開 催 時 期  ２４年３月  

コース（案）  西京極総合運動公園～市内各地～平安神宮前 

参 加 者  約１５，０００人 

              〔文化市民局 スポーツ振興課 TEL 366-0169〕
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＜区政策提案予算＞ 

○42洛中洛外図の世界が甦る 

～観光案内ボランティア（上京の歩く語り部）の育成～ 

  3,000 

携帯端末等からアクセスすることで洛中洛外図の世界など区内の史蹟等の情報を画

像と文章で閲覧できるシステムを開発するとともに，システムを活用した「まち歩き

ツアー」を実施する。 

併せて，観光案内ボランティア（上京の歩く語り部）の育成を図る。 

 〔上京区役所 総務課 TEL 441-5029〕 

○43静原地域のまちづくり                          1,500 

静原地域が「自治・自立」による「魅力を生かしたまちづくり」に取り組んでいた

だく「きっかけづくり」とするため，ワークショップ等で検討した事業を展開し，継

続可能で地域のＰＲに有効な事業を検討する。 

 〔左京区役所 まちづくり推進課 TEL 771-4246〕 

○44中京区まちづくり次世代推進者共育支援事業               1,000 

若手住民を対象に，まちづくりの事例研究や主体的な地域まちづくり活動の実践手

法等を学ぶ「まちづくり仕掛け人養成講座」を開講し，次世代のまちづくり活動の担

い手を育成する。 

２３年度は，引き続き養成講座を実施し，「仕掛け人」を養成するとともに，受講

生である「仕掛け人」が企画した活動やイベント等において，区民ニーズが高いと認

められるものを優先的に支援する。 

               〔中京区役所 まちづくり推進課 TEL 812-2426〕 

○45人口増加に対応した地域活動の支援事業       500 

新たに区民となる方が増えている中で，住民間の交流・融合を円滑に進めるため，

２０年度から，自治会等の関係者が地域住民への対応について学区を越えて情報交換

できる場として「地域とマンションの交流に関する情報交換会」を開催しており，  

２３年度は，パイロット地域における具体的な事業のプラン（２２年度中に策定）に

基づく「地域とマンションの交流事業」を支援する。    

〔中京区役所 総務課 TEL 812-2421〕 
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○46「東山こどもまちづくリスト」事業  1,500 

子どもたちが『仮想のまち』体験イベントとその準備作業を通じ，まちづくりにつ

いて興味を深め，未来のまちづくりの担い手としての意識を育てようとする「東山こ

どもまちづくリスト」事業を実施する。 

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

○47～皆で灯そう「陶灯路」！～ 

「陶灯路」魅力発信プロジェクトの実施  900 

山科の伝統産業である清水焼の器に水を張り，中に切り子硝子のグラスを置き，そ

の中にカップろうそくを灯し，並べていく灯りイベント「陶灯路」において使用する

器を自分で制作し，観光イベント等において飾るとともに，「陶灯路」の存在を区内外

にＰＲすることにより，観光客の誘致や伝統工芸の発展，更には市営地下鉄の増客を

図る。 

                    〔山科区役所 総務課 TEL 592-3066〕 

○48南区企業の“知”活用促進事業                    300 

  幅広い業種の企業が集積する南区の特性を活かし，企業に蓄積された“知”のうち，

区民の生活に身近なものを紹介する生涯学習講座，工場見学会の開催などを通じて，

企業と区民が交流を深める“場づくり”を進める。 

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

○49ぐるりんこ京北  1,100 

自転車を利用して京北地域の豊かな自然や優れた景観などに親しみ，クルマ中心の

交通システムから身近で環境にやさしい交通システムへの転換を図るきっかけを作る

ため，「花降る里けいほくプロジェクト」と連携しながら，サイクリングルート作りに

取り組み，サイクリングマップを作成するとともに，自転車で散策するイベントを実

施し，自転車や京北の魅力を発信する。 

                   〔右京区役所 総務課 TEL 861-1784〕 

○50西京・地域“広報力”サポート事業 

～かわら版からホームページまで～ 

                                    1,300 

  自治会活動をはじめとする地域活動への理解と周知を図り，地域活動の更なる活性

化を図るため，各学区・地域の広報担当者等を対象として，魅力的な広報紙づくりや，



（４ 未来の京都への先行投資，歴史都市京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

  

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した 新の情報発信手法などについて学ぶ講座を開催

する。 

併せて，アドバイザーをモデル地域に派遣し，広報紙やホームページ等の作成の支

援を行い，地域の情報発信力，「広報力」の充実・強化を支援する。 

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

○51「伏見学連続講座」（仮称）の開講                      2,200 

区内や近隣の大学等が実施する伏見の歴史や自然，文化，産業などに関する公開講

座や体験学習等を組み合わせた「伏見学連続講座」（仮称）を開講し，区民がより深く，

幅広く伏見の魅力を学ぶ場を提供するとともに，区の自主広報や各団体の広報等で幅

広く宣伝することで，伏見をＰＲする。 

               〔伏見区役所 総務課 TEL 611-1295〕 

〔伏見区役所 まちづくり推進課 TEL 611-1144〕 

〔伏見区役所深草支所 総務課 TEL 642-3125〕 

〔伏見区役所深草支所 まちづくり推進課 TEL 642-3203〕 

〔伏見区役所醍醐支所 総務課 TEL 571-6105〕 

〔伏見区役所醍醐支所 まちづくり推進課 TEL 571-6135〕 

○52大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進                    4,000 

  大岩街道周辺地域の抜本的な環境改善に向けて,２２年３月に策定した「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，岡田山（通称）の

撤去並びに地区計画制度の活用によるまちづくりを進めるため，事業者・地権者に対

する指導，まちづくりの専門家（コンサルタント）の派遣など，地域主体の自主的な

まちづくりの取組を誘導，支援する。 

     〔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〕 

 

 

＜行財政局＞ 

○53市庁舎整備の推進                            26,500 

「市庁舎整備基本計画（案）」の策定に向け，様々な課題解消に向けた調査検討を

進める。平成２３年度は，本庁舎を保存し活用していくための 適な耐震補強（耐震・

免震等）の工法の検討等の具体的な改修工事に向けての調査等を実施する。 

                          〔行財政局 総務課 TEL 222-3045〕 



（４ 未来の京都への先行投資，歴史都市京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

  

○54芸術大学の公立大学法人化準備                                61,500 

平成２２年６月に策定した「京都市立芸術大学整備・改革基本計画」に基づき，教

育研究の充実，地域や企業などとの連携の強化に着実に取組むとともに，それらを推

進する組織・運営体制を構築するため，平成２４年度の公立大学法人化を目指して，

法人の中期目標や中期計画の策定，人事給与・財務会計システムの構築など具体的な

準備業務を進める。 

〔行財政局 総務課 TEL 222-3045〕 

〔行財政局 芸術大学総務課 TEL 334-2200〕 

〔行財政局 芸術大学整備改革推進課 TEL 334-2400〕 

○55地籍調査事業                                         15,000  

国土調査法に基づく地籍調査を実施し，土地境界の明確化等を図る。 

上京区出水学区において，２２年度に国が実施する「都市部官民境界基本調査」の

成果を基に，２３年度は民有地と官有地との境界を明らかにする「官民境界等先行調

査」を実施し，地籍調査を進めていく。 

〔行財政局 財産活用促進課 TEL 222-3281〕 

○56職員提案予算の実施                           9,400 

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を掘り起こし，

そのアイデアによる市民サービス向上のための事業を実施する。 

 〔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〕 

【建設局】 

  認定路線網図提供システムの構築   4,500 

〔建設局 道路明示課 TEL 222-3566〕 

【消防局】 

  訓練用パッケージ型消火設備の製作  1,500 

    ポータブル電気火災実験器の製作   1,000 

〔消防局 庶務課 TEL 212-6635〕 

【交通局】 

市バス時刻表作成システムの改良   1,700 

〔交通局 自動車部 営業課 TEL 863-5117〕 

〔交通局 自動車部 運輸課 TEL 863-5135〕 

ポケロケシステムの複数系統表示化  700 

〔交通局 総務課 TEL 863-5036〕 



（４ 未来の京都への先行投資，歴史都市京都の新たな魅力を創出する施策） 

 

〔単位：千円〕 

  

【局配分枠における主な新規・充実事業（行財政局）】 

［新規事業］ 

◇（芸術大学）旧音楽高校校舎活用による教育環境の整備        11,000 

◇（芸術大学）教員の意欲ある研究推進支援               5,000 

［充実事業］ 

◇（歴史資料館）市政史・史料叢書の出版  

全体事業費15,424（うち充実分 6,688） 

◇（芸術大学）オープンキャンパス等の充実 

                   全体事業費  1,652（うち充実分  900） 

 

＜保健福祉局＞ 

○57地域・多文化交流ネットワーク促進事業                          20,000 

２３年度に東九条地域で竣工予定の地域施設の一部を活用し，情報の発信や大学等

と連携した調査研究等の地域・多文化交流のネットワークを形成する各種事業を行う。 

 〔保健福祉局 地域福祉課 TEL 251-1175〕 

○58温泉利用許可施設に対する助成事業                 2,000 

２３年度の入湯税導入に伴い，新たに鉱泉源の保護及び観光施設である温泉利用許

可施設の振興に資することを目的とする助成制度を創設する。 

助成対象者  温泉利用許可を取得している鉱泉浴場経営者 

助成額上限  設備維持補修  維持補修費用の２分の１を助成 

               （ただし，上限額５万円／施設） 

       浴槽水水質検査 レジオネラ属菌の水質検査費用を助成 

               （ただし，上限額１万円／施設） 

                    〔保健福祉局 生活衛生課 TEL 222-3433〕 


