
平成26年度当初予算における政策的新規・充実予算枠要求事業の内容と査定結果【予算措置を講じたもの】

事　業　概　要 要求額 査定額 内容

婚活支援事業の拡充 　市民一人一人が仕事や家庭生活，社会貢献などにおいて，生きがいと充実感を得て人生
を送ることができる真のワーク・ライフ・バランスの定着，ひいては少子化対策にもつな
がる取組として，結婚を望む市民に，出会いと交流の場を設けるための支援等を行う。
　平成２６年度は，これまで取り組んできた「京都婚活」等と併せて，新たに，ＮＰＯ法
人等から，地域活性化など本市施策の推進につながる婚活事業を募り，審査をしたうえで
事業補助を行う（補助率２分の１，上限額５００千円）。また，婚活に関する情報発信や
市民と共に「結婚」について考えるシンポジウムを開催する。

5,000 5,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

区民提案・共汗型まち
づくり支援事業予算の
更なる充実

　地域の主体的なまちづくりを推進していくために「区民提案型支援事業」予算を充実さ
せる。

10,000 10,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

京都市交通安全基本条
例の推進及び京都市自
転車安心安全条例の充
実

　平成２５年７月１日から施行した「京都市交通安全基本条例」の推進及び「京都市自転
車安心安全条例」の充実を図るため，高齢者や自転車利用者に対する交通安全啓発，飲酒
運転等の防止対策等を充実させる。

16,000 10,000 □要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

「たばこマナー向上活
動団体」制度等のマ
ナー啓発の推進

　「市内全域で路上喫煙はいけない。」との認識を浸透させるため，平成２４年度から
行っている市民や事業者等による喫煙マナーの向上を図るための自主的な活動を支援する
「たばこマナー向上活動団体」制度のモデル実施を踏まえ，「たばこマナー向上活動団
体」制度の本格実施を行う。
　また，当該制度を活用し，違法駐車の防止対策，自転車利用者の交通ルール及びマナー
の啓発並びにいわゆる「歩きスマホ」に係るマナーの啓発のための支援も併せて行う。

6,000 3,500
□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

京都国際現代芸術祭の
開催

　一般社団法人京都経済同友会及び京都府と共に，平成２７年３月から５月にかけて現代
美術等を中心とする国際的な芸術祭を開催する。

220,000 220,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

京都国際映画祭 　新しい映画文化を創出する事業として，吉本興業株式会社，京都映画祭関係者等と連携
して「京都国際映画祭」を２６年秋に開催する。

5,000 5,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

琳派四〇〇年記念事業
の実施

　平成２７（２０１５）年は，本阿弥光悦が徳川家康から鷹峯の土地を拝領した元和元年
（１６１５年）から４００年目に当たり，いわば「琳派四〇〇年」という記念すべき年に
なる。
　この記念すべき年に，京都を挙げて，文化芸術と産業のエネルギーを結集し，記念事業
を実施する。

11,800 10,300 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

京都文化芸術プログラ
ム２０２０（仮称）の
策定及びリーディン
グ・プロジェクトの実
施

　平成３２（２０２０）年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて，日本を代
表する文化芸術都市・京都として，日本文化の神髄である京都の文化芸術を国内外へ伝え
ていくため，様々な文化資源を活用し，世界からのお客様を手厚く「おもてなし」してい
く。
　そのため，京都文化芸術プログラム２０２０（仮称）を策定し，平成２６年度からプロ
グラム全体を牽引するリーディング・プロジェクトを実施する。

20,000 50,000
□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

京都会館再整備事業
（オープニング事業
等）

　平成２８年１月に予定しているロームシアター京都の開館を広く市民と共に祝い，ま
た，ロームシアター京都が文化芸術都市・京都を世界に発信する「文化の殿堂」としてさ
らに飛躍していくために，オープニング事業及びオープニング・プレ事業の実施に向けた
準備を進める。

15,800 15,600 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

祇園祭後祭復興支援 　公益財団法人祇園祭山鉾連合会における祇園祭後祭の復興に向けた取組を支援する。
　平成２６年７月に後祭復興が決まった祇園祭の円滑かつ安全な巡行，宵山の実現につい
て，公益財団法人祇園祭山鉾連合会の取組を補助する。また，大船鉾巡行復帰後の無形文
化遺産展示室の展示替作業を実施する。

20,000 20,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

京都市の文化的景観推
進事業（「京都岡
崎」，「北山杉の林業
景観」の文化的景観推
進事業）

　京都市の文化的景観推進事業として，岡崎地域に引き続き，北区中川地域を中心とした
北山杉の林業景観の文化的景観指定のための調査・検討を進める。

2,400 2,000 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

未来へつなぐ歴史的建
造物等計画的修理事業

　「古都京都の文化財」登録20周年の節目である平成26年度から，東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催前年に当たる平成３１年までの６年計画にて，集中的に文化財の修復
を行うことで，文化芸術都市としての都市格の向上を図っていく。

20,000
□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

「京都文化芸術プログラム２０
２０（仮称）の策定及びリー
ディング・プロジェクトの実施」
と統合

世界遺産「古都京都の
文化財」登録２０周年
記念事業

　平成６年１２月，１７社寺城で構成される「古都京都の文化財（京都市・宇治市・大津
市）」が世界遺産に登録された。平成２６年度に登録２０周年を迎えるに際して，世界遺
産並びに同等の価値を有する京都の数多くの文化遺産を人類の財産として未来へ引き継ぐ
ため，京都府等の関係自治体，「世界文化遺産」地域連携会議，明日の京都文化遺産プ
ラットフォームと連携し，記念事業を実施する。

11,100 6,900 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

“京都を彩る建物や庭
園”制度　ランクアッ
プ助成

　“京都を彩る建物や庭園”制度でこれまで認定した建物や庭園の中には，あとわずかな
要件が満たされないため，「国登録有形文化財」や「景観重要建造物」の指定に至らない
物件が存在する。
　そこで，「文化財」への登録等が見込まれる“京都を彩る建物や庭園”制度認定物件に
ついて，修景又は復元に対する支援を行うことで，京都の新しい魅力として発信してい
く。

5,000 3,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

京都市美術館再整備事
業

　平成２５年度に開館８０周年を迎えた京都市美術館が，今後とも国内外の人々を魅了す
る世界に誇れる美術館となるよう，近代建築として高い評価を得ている現在の建物を活か
しつつ，時代の変化に適応した機能の充実を行うため，再整備事業に着手する。
　平成２６年度は，埋蔵文化財調査等を実施する。
　また，京都画壇を代表する作家の作品群を計画的に収蔵品として購入する。

120,300 120,300
□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

新「京都市動物園構
想」の推進

　平成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等となるよう整備を行っていく。
　また，施設整備の基本的な考え方として，開園しながらゾーンごとに段階的に整備する
とともに，安全面で課題のある施設や老朽化が進んだ施設を優先し整備していく。
　平成２６年度は，「学習・利便施設」，「京都の森」及び「ゾウの森」の整備を行って
いく。

1,701,700 1,503,500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

二条城東側空間整備事 二条城東側空間は 現在駐車場として運用しているが 大型バスの駐車により二条城前 13 300 9 900 □要求どおり

一部，25

年度2月補

正予算で

計上

（192,000）

二条城東側空間整備事
業

二条城東側空間は，現在駐車場として運用しているが，大型バスの駐車により二条城前
の景観を損ねており，また歩行者の動線と車両の動線が重なっており危険な状態のため，
二条城景観の改善と来城者の利便性の向上，歩行者の安全性の確保を目的とした整備を行
う。

13,300 9,900 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

「京都マラソン」魅力
アップ事業（コース変
更）

　京都マラソンを走る人，応援する人，支える人にとってより魅力的で，市民の皆様から
更に愛される大会として発展させていくために，平成２７年２月開催予定の第４回目とな
る「京都マラソン２０１５」において，初めて丸太町通や河原町通などの「まちなか」や
植物園内を取り入れたコースに変更する前提で準備を進める。

75,000 75,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

西京極総合運動公園の
計画的改修

①陸上競技場兼球技場の大型電光掲示板改修
　都道府県対抗女子駅伝・全国高校駅伝，京都マラソン等のビッグゲームの会場となる西
京極陸上競技場兼球技場の競技・観戦環境の向上を図るため，現在の旧式電光掲示板をＬ
ＥＤ大型映像装置に改修する。
②陸上競技場兼球技場の諸室等の基本設計等
　陸上競技をはじめ各種大規模大会の会場にふさわしい機能・水準を有する施設として，
更衣室等諸室，トイレ，スタンド屋根・照明等を改修するための基本設計・地質調査を行
う。
③陸上競技場兼球技場の走路舗装改修等（第１種公認関連）
　京都府内において日本陸上競技連盟による第一種公認を受けた唯一の競技場である西京
極陸上競技場兼球技場において，その公認期間が平成２７年６月で終了することから，継
続認定に向けて全天候型走路舗装の改修やラインマーキング更新等を行う。

42,000 21,000

□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

横大路運動公園の再整
備・防災機能強化

  災害時の広域防災拠点としての機能付加を含め，府下の運動公園として準広域的・準基
幹的な利用が図れるよう再整備，機能強化を図る。
（硬式野球場スタンド及び防災備蓄倉庫，その他運動施設等の整備のための基本設計，測
量・地質調査等）

79,000 70,000 □要求どおり

□積算内容精査
量・地質調査等）

■事業内容精査

宝が池公園体育館(仮
称)整備

　平成２５年度に実施している宝が池公園体育館(仮称)整備基本調査を踏まえ，地質調
査，基本設計及び実施設計を行う。

25,000 25,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

宝が池公園球技場夜間
照明の整備

　本球技場は，これまでから高い利用率を維持しており，昨年度人工芝の全面張替を行っ
た。
　夜間照明のある球技場はいずれも高い利用率となっており，当施設に照明施設を設置す
ることにより，利用機会の拡充を図る。

107,000 73,000 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査



事　業　概　要 要求額 査定額 内容
事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

関西ワールドマスター
ズゲームズ２０２１大
会開催準備費等負担金

　平成３３（２０２１）年に関西での開催が予定されている「ワールドマスターズゲーム
ズ２０２１」の大会開催準備費等について，平成２６年度負担金を支出する。

12,500 12,500 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査


