
千円 千円

一般会計合計 19,386,000 17,155,000

特別会計合計 - 100,920

1 文化の振興  9,212,127 7,604,582

文 化 振 興 対 策 京都文化芸術都市創生条例及び計画の推進 9,159 8,857

芸術文化特別奨励制度 7,334 7,334

　募集，審査委員会の運営，奨励金の交付

助成金等内定者資金融資制度 40,379 40,379

若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり 19,700 19,700

京都国際現代芸術祭の開催 <政策枠> 220,000 20,000

京都文化芸術コア・ネットワークの整備 2,850 2,100

五感で感じる和の文化事業 13,000 10,000

ようこそアーティスト　文化芸術とくべつ授業 4,238 4,238

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

＜文化市民局所管＞

（文化市民局－1）

文化ボランティア事業の推進 2,153 2,153

京都市キャンパス文化パートナーズ制度 1,500 1,500

市民狂言会 3,986 3,986

京都文化祭典’１４ 41,842 42,328

　市民ふれあいステージ，京都の秋　音楽祭等の開催

芸術センター運営 132,603 128,920

芸術文化協会運営助成 27,824 26,824

交響楽団運営 654,049 625,031

二条城で楽しむ古典芸能 5,000 5,000

古典の日推進事業 7,500 7,500

（文化市民局－1）



千円 千円

京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）の策定及びリー 50,000 -

ディング・プロジェクトの実施 <政策枠>

伝統文化体験の日（仮称）の実施

　未来へつなぐ歴史的建造物等計画的修理事業など

琳派四〇〇年記念事業の実施 <政策枠> 10,300 -

京都国際映画祭 <政策枠> 5,000 -

文 化 財 保 護 対 策 市指定文化財等保存修理 44,000 44,000

文化財保護事業資金融資事業 25,012 20,012

みやこ文化財愛護委員，文化財マネージャーの育成 2,500 2,500

世界遺産の追加登録に向けた調査・検討 2,000 2,000

伝統行事助成 64,942 59,800

　祇園祭，五山送り火に対する助成

　　山鉾染織品等修理，山鉾修理，行事助成など

祇園祭後祭復興支援 <政策枠> 20,000 3,000

然

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

（文化市民局－2）

天然記念物深泥池の保全・活用 1,780 1,730

文化財保護普及啓発 2,159 2,159

特別天然記念物オオサンショウウオ緊急生息調査 5,136 5,000

埋蔵文化財発掘調査 49,767 64,000

出土遺物整理 20,000 20,000

考古資料館運営 25,899 25,180

埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備 30,000 30,000

埋蔵文化財研究所貸付金（長期貸付金及び短期貸付金） 175,000 175,000

文化観光資源保護財団助成 93,490 93,490

重要文化財旧三井家下鴨別邸（旧家庭裁判所宿舎）の保存 87,388 71,200

修理・活用

史跡岩倉具視幽棲旧宅の維持管理 7,328 6,500

（文化市民局－2）



千円 千円

“京都をつなぐ無形文化遺産”制度の運用 10,900 4,400

“京都を彩る建物や庭園”制度の運用 7,600 7,600

“京都を彩る建物や庭園”制度　ランクアップ助成 3,000 -

<政策枠>

京都市の文化的景観推進事業（「京都岡崎」，「北山杉の 2,000 -

林業景観」の文化的景観推進事業） <政策枠>

世界遺産「古都京都の文化財」登録２０周年記念事業 8,400 -

<政策枠>

文化施設等の運営 美術館運営 200,207 195,343

美術館オリジナルグッズ作成 <新　規> 6,720 -

京都市美術館再整備事業 <政策枠> 120,300 8,000

基本計画の策定，埋蔵文化財調査など

動物園運営 229,487 195,535

動物園整備基金積立 47,086 44,890

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

（文化市民局－3）

新「京都市動物園構想」の推進 <政策枠> 1,503,500 1,087,200

　「京都の森」，「ゾウの森」,「学習・利便施設」整備

　など

二条城運営 253,286 244,459

二条城整備 324,392 352,556

　基金積立，障壁画模写，その他施設改修など

二条城東側空間整備事業 <政策枠> 9,900 -

世界遺産・二条城本格修理事業 35,040 83,000

　東大手門の保存修理

世界遺産・二条城一口城主（本格修理募金事業） 73,086 73,000

コンサートホール運営 172,219 167,435

京都会館再整備事業 3,696,040 2,899,268

　オープニング事業等 <政策枠>

　建設・改修工事など

（文化市民局－3）



千円 千円

文化会館運営 316,638 311,761

　５か所

無鄰菴運営 13,069 12,706

文化施設等整備 62,648 55,446

2 市民生活の向上 6,934,503 5,671,315

地 域 振 興 対 策 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 257,950 230,100

提案・共汗型まちづくり支援事業予算」 <政策枠>

（内訳）

北区 18,825 18,060

　北区民まちづくり提案支援事業

　コミュニティラジオ開局に向けた検討調査

　柊野地域における公共交通利用促進に向けたＭＭ（モビ

　リティマネジメント）の実施

　　　　　　　　　　　　　など

上京区 15,960 14,990

　上京区民まちづくり活動支援事業

新 舎 支

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

（文化市民局－4）

　新庁舎開庁記念イベント支援事業

　減災力向上推進プロジェクト事業

　「みんなで空き家対策を考えよう」事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

左京区 22,640 23,120

　左京区まちづくり活動支援交付金

　久多地域の支え合い，助け合いのまちづくり～ボランテ

　ィア乗合タクシーの毎月運行

　防災対策を通じた地域コミュニティの強化モデル事業 　

　～住民総参加で防災力を向上

　高齢者くらしの応援サービス情報の発信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

中京区 17,425 16,750

  中京区民まちづくり支援事業

　「中京ベビーズサポートマーケット」プロジェクト事業

　中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業

　京都みつばちガーデン推進プロジェクト事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（文化市民局－4）



千円 千円

東山区 13,820 13,300

　東山区まちづくり支援事業

　ひがしやまハピネス推進事業

　魅力再発見！歩いて楽しむ東山

　　　　　　　　　　　　　　など

山科区 30,615 18,770

　山科“きずな”支援事業

　山科・感動ツーリズム推進事業

　京都橘・山科カレッジ（仮称）のオープン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

下京区 18,420 14,880

　下京区「区民が主役のまちづくり」サポート事業

　絵本から広がる笑顔の輪（仮称）

　下京・高齢者お出かけお助けマップ事業（仮称）

　下京区活性化機運づくり事業

　　　　　　　　　　　　　など

南区 21,950 16,200

　みなみ力で頑張る！区民応援事業

区制６０周年記念「だいすきっ！南区。マンガ記念誌

（仮称）」の発行

修

前年度予算額項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額

（文化市民局－5）

　地域防災力強化「体験型研修」事業

　南区企業の“知”活用促進事業

　　　　　　　　　　　　　　など

右京区 29,980 28,320

　右京区まちづくり支援制度

　災害対応力向上（水害編）プロジェクト

　住民と利用者にやさしいまち・西院プロジェクト

　京北ふるさとづくり促進事業

　　　　　　　　　　　　　など

西京区 25,550 24,560

　西京区地域力サポート事業

　ふらっと・西京～「地域力」育成支援事業～

　大原野「地域ブランド」戦略の策定

　向日市との協働イベント

　　　　　　　　　　　など

　あなたの地域に防災の出前いたします！

（文化市民局－5）



千円 千円

伏見区 42,765 41,150

　伏見区区民活動支援事業

　融合プロジェクト推進事業

　モビリティ・マネジメント推進事業

　深草まるごとつながりプロジェクト

　醍醐・まちづくり人材育成講座（仮称）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

地域コミュニティ活性化策の推進 12,000 12,000

ＮＰＯ法人等の市民活動支援施策の推進 18,640 18,256

　ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度

　地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業

　ＮＰＯ法人認証・認定等事務など

市政協力委員による広報・広聴事業の推進など 186,273 189,233

市民活動総合センター運営など 58,814 57,909

いきいき市民活動センター運営 311,060 307,174

区庁舎の維持，管理 1,433,621 1,237,402

前年度予算額項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額

（文化市民局－6）

太陽光パネル及び蓄電池設置（醍醐支所） <新　規> 86,000 -

区庁舎総合庁舎化の推進 1,931,695 1,254,394

　上京区総合庁舎整備

市立浴場運営 454,371 445,301

久世ふれあいセンター運営               7,503 7,295

市 民 窓 口 事 務 住民票発行等事務 362,677 395,143

戸籍事務電算化 926,746 601,552

マイナンバー法に係る住民基本台帳システム改修 175,161 -

<新　規>

人 権 文 化 の 推 進 人権文化推進計画の推進 64,546 75,037

世界人権問題研究センター運営 30,522 31,011

奨学金返還事務等経費 7,311 5,215

（文化市民局－6）



千円 千円

市 民 総 合 相 談 京都市消費生活基本計画の推進 43,599 42,927

・ 消 費 者 対 策 　消費者啓発，消費者相談

　多重債務者対策

　消費生活総合センター運営など

市民相談事業 33,861 33,344

　市政一般相談，税務相談，法律相談，交通事故相談

生 活 安 全 対 策 生活安全施策の推進 46,477 46,988

　街頭防犯カメラ設置促進補助事業

　暴力団排除条例の推進

　生活安全に関する啓発など

犯罪被害者等支援策の推進 13,202 13,790

野生鳥獣による生活環境被害防止対策及び自主防除組織支 5,703 5,703

援対策

京都市災害ボランティアセンター運営 2,000 2,000

交通安全啓発 15,202 15,780

　自転車の安全利用の促進，ＴＳマークの普及・促進など

市 条 市自

前年度予算額項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額

（文化市民局－7）

京都市交通安全基本条例の推進及び京都市自転車安心安全 10,000 -

条例の充実 <政策枠>

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進 48,612 53,390

「たばこマナー向上活動団体」制度等のマナー啓発の推進 3,500 -

<政策枠>

3 共同参画社会の実現 778,016 779,270

男女共同参画の推進 きょうと男女共同参画推進プラン推進 11,939 4,122

　男女共同参画審議会

　男女共同参画に関するアンケート調査

　配偶者等からの暴力に関するアンケート調査など

「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業 15,833 10,700

婚活支援事業の拡充 <政策枠>

　　　　　　　　など

ＤＶ対策事業 56,292 55,870

　ＤＶ相談支援センターの運営及び被害者支援事業

　ＤＶに悩む男性のための電話相談及びＤＶ予防講座

（文化市民局－7）



千円 千円

男女共同参画センター運営 185,170 181,011

ウィングス京都開館２０周年記念事業 <新　規> 1,500 -

勤労者，青少年対策 勤労者福祉対策 118,808 120,656

青少年育成計画推進 313,308 308,779

　青少年モニター制度

　青少年活動センター運営など

若者サポートステーション 6,439 6,360

子ども・若者総合支援事業 43,994 42,174

ひきこもり地域支援センター運営など

4 スポーツの振興 2,461,354 3,099,833

スポーツ振興対策 京都スポーツの殿堂 2,057 2,000

京都マラソン 425,000 350,000

京都マラソン魅力アップ事業（コース変更） <政策枠>

市民スポーツフェスティバル 7,600 7,600

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

（文化市民局－8）

地域スポーツ振興事業 20,459 20,459

競技スポーツ強化振興事業 5,032 5,032

夜間校庭開放事業 23,142 23,142

各種大会開催助成等 6,500 6,500

体育振興会運営助成 18,644 23,244

スポーツ推進委員 18,266 18,063

関西ワールドマスターズゲームズ２０２１大会開催準備費 12,500 -

等負担金 <政策枠>

スポーツ施設の運営 運動公園等運営 721,036 665,697

　西京極総合運動公園，宝が池公園運動施設

ラグビーワールドカップ招致の推進など

地域体育館運営 252,294 245,662

（文化市民局－8）
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スポーツ施設等整備 845,337 1,675,696

　西京極総合運動公園の計画的改修（府市協調）<政策枠>

　横大路運動公園の再整備・防災機能強化（府市協調）

<政策枠>

　宝が池公園体育館（仮称）整備 <政策枠>

　宝が池公園球技場夜間照明の整備 <政策枠>

伏見桃山城運動公園野球場スタンド等改修

　わかさスタジアム京都スコアボード改修

                  　　　　　 　　 など

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

（文化市民局－9）（文化市民局－9）


