
文化市民局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  文化市民局では，これまでから「はばたけ未来へ！ 京プラン」を着実に推進

するため，一層の事務事業の見直しを行いつつ，新規事業の予算化や既存事業の

充実に努め，限られた予算の効率的かつ効果的な活用を図ることにより，文化芸

術都市の創生，地域力を活かしたまちづくり，すべての人の人権が尊重される社

会の推進，市民が気軽にスポーツに親しめる環境の整備を進めてきた。 

  ２７年度は，こうした取組のさらなる推進に加えて，３２年（２０２０年）の

東京オリンピック・パラリンピック等，大規模な国際的イベントの開催を見据え，

世界の文化首都・京都にふさわしい多彩な文化芸術施策の展開，市民ぐるみで進

める安心安全のまちづくりの推進，市府協調で進めるスポーツ施設の整備に重点

を置いて予算を編成し，京都が誇る文化芸術の魅力を国内外に向けて発信してい

くとともに，京都で暮らす方，訪れる方すべての安心安全の確保に取り組んでい

く。 

 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞ 

 ロームシアター京都（京都会館）オープニング事業          

            全体事業費 229,300 千円（うち政策枠 215,300 千円） 

 「京都文化芸術プログラム２０２０(仮称)」を牽引する重要事業（補正） 

                               12,000千円    

 琳派四〇〇年記念事業の実施                 26,000千円 

 京都文化フェア（仮称）の開催準備               4,000 千円 

 東アジア文化都市の開催準備                  1,000千円 

 大政奉還１５０周年記念プロジェクト              2,500千円 

 「京都遺産制度（仮称）」の創設                10,000 千円 

 京都市美術館再整備事業                   215,300千円 

 新「京都市動物園構想」の推進                698,600 千円 

 京北地域活性化のビジョンの推進（補正）           10,000 千円 

 世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動（補正） 

                               84,000千円 

 繁華街における飲食店等による客引き行為等対策の推進       12,700千円 

 水垂運動公園（仮称）整備基本計画の見直し           5,000 千円 

 西京極総合運動公園の計画的改修（市府協調）         435,000 千円 

 

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

  京都市交響楽団創立６０周年記念事業             30,000 千円 

  京都市考古資料館建物開館１００周年記念事業          2,900 千円 

  ゾウ繁殖プロジェクト                     5,000 千円 

  地域コミュニティ活性化推進計画の点検・見直し         2,200 千円 

  「人権ゆかりの地」の発信                   1,200 千円 
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３　文化市民局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 19,067,000 19,386,000

特別会計合計 - -

1 文化の振興  10,971,314 9,212,127

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 7,159 9,159

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 38,000 220,000

五感で感じる和の文化事業 10,000 13,000

ようこそアーティスト　文化芸術とくべつ授業 4,200 4,238

文化ボランティア事業の推進 2,003 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’１５ 41,642 41,842

　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 133,403 132,603

芸術文化協会運営助成 24,824 27,824

交響楽団運営 654,586 654,049

古典の日推進事業 7,500 7,500

京都国際映画祭 5,000 5,000

ロームシアター京都（京都会館）オープニング事業 229,300 15,600

<政策枠>

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）
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千円 千円

琳派四〇〇年記念事業の実施 <政策枠> 26,000 10,300

京都文化フェア（仮称）の開催準備 <政策枠> 4,000 -

東アジア文化都市の開催準備 <政策枠> 1,000 -

大政奉還１５０周年記念プロジェクト <政策枠> 2,500 -

京都市交響楽団創立６０周年記念事業 <新　規> 30,000 -

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 15,012 25,012

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 1,700 2,000

伝統行事助成 79,491 84,942

　祇園祭，五山送り火に対する助成

　　祇園祭後祭復興支援，山鉾染織品等修理，山鉾修理，

　　行事助成など

天然記念物深泥池の保全・活用 1,780 1,780

文化財保護普及啓発 4,259 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 5,136

埋蔵文化財発掘調査 49,211 49,767

出土遺物整理 20,000 20,000

考古資料館運営 25,899 25,899

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 50,000 175,000

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の保存修理・活用 158,303 87,388

史跡岩倉具視幽棲旧宅の維持管理 6,400 7,328

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）
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千円 千円

“京都をつなぐ無形文化遺産”制度の運用 10,900 10,900

“京都を彩る建物や庭園”制度の運用 10,600 10,600

京都市の文化的景観推進事業 3,100 2,000

未来へつなぐ歴史的建造物等計画的修理事業 30,000 30,000

「京都遺産制度（仮称）」の創設 <政策枠> 10,000 -

京都市考古資料館建物開館１００周年記念事業 <新　規> 2,900 -

文化施設等の運営 美術館運営 238,364 200,207

京都市美術館再整備事業 <政策枠> 215,300 120,300

基本設計，埋蔵文化財調査など

動物園運営 274,164 229,487

動物園整備基金積立 52,000 47,086

ゾウ繁殖プロジェクト <新　規> 5,000 -

新「京都市動物園構想」の推進 <政策枠> 698,600 1,503,500

　「京都の森」，「ゾウの森」,「学習・利便施設」整備

　など

二条城運営 272,010 253,286

二条城整備 609,468 324,392

　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 121,266 9,900

世界遺産・二条城本格修理事業 343,100 35,040

　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 73,086

コンサートホール運営 162,486 172,219

京都会館再整備事業 5,358,098 3,680,440

　建設・改修工事など

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－3）
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千円 千円

文化会館運営 307,319 316,638

　５か所

無鄰菴運営 13,069 13,069

文化施設等整備 75,090 62,648

2 市民生活の向上 5,503,220 6,934,503

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 244,950 257,950

提案・共汗型まちづくり支援事業予算」

（内訳）

北区 21,125 18,825

　北区民まちづくり提案支援事業

　北区制６０周年記念事業

　北区の地域力を結集した安心安全のまちづくりの推進

　北区子育て支援事業　ニコニコ北っ子

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

上京区 16,340 15,960

　上京区民まちづくり活動支援事業

　上京えんじぇる　パパママ・ちびっこ“ぎゅーっと”ひろば

　避難所運営力アップ事業

　「みんなで空き家対策を考えよう」事業　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

左京区 22,670 22,640

　左京区まちづくり活動支援交付金

　左京食文化プロジェクト「“ほんまもん”の食を楽しもう」（仮称）

　「左京伝統行事探訪（仮称）」の発刊

　防災対策を通じた地域コミュニティの強化モデル事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

中京区 17,445 17,425

  中京区民まちづくり支援事業

　世界一安心安全のまち中京区事業（仮称）

　中京ベビーズサポートマーケットプロジェクト事業

　京都みつばちガーデン推進プロジェクト事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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－4）
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千円 千円

東山区 13,820 13,820

　東山区まちづくり支援事業

　魅力再発見！歩いて楽しむ東山

　「安心安全のまち東山」の推進

　「子育て・教育のまち東山」の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　など

山科区 19,565 30,615

　山科“きずな”支援事業

　地域の防災力アッププロジェクト

　やましな子育て情報発信事業（仮称）

　やましなお誕生おめでとう事業（仮称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

下京区 16,350 18,420

　下京区区民が主役のまちづくりサポート事業

　みんなのつながりで「子育て」環境を育むまちづくり事業（仮称）

　下京区活性化機運づくり事業

　下京・町衆倶楽部

　　　　　　　　など

南区 18,570 21,950

　みなみ力で頑張る！区民応援事業

　南区制６０周年記念事業（南区観光「ＡＲ羅城門」他）

　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 30,200 29,980

　右京区まちづくり支援制度

　三尾一体魅力創出プロジェクト

　京北ふるさとづくり促進事業

  右京国際文化観光大使養成プロジェクト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

西京区 26,170 25,550

　西京区地域力サポート事業

　西京区制４０周年プレ事業

　西京防災パワーアッププロジェクト

　地域で育児！“パパ塾”

　生物多様性のまち・洛西

　　　　　　　　　　　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－5）
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千円 千円

伏見区 42,695 42,765

　伏見区区民活動支援事業

　融合プロジェクト推進事業

　安心生活推進プロジェクト（仮称）

　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「おとなだいご塾」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

地域コミュニティ活性化策の推進 14,200 12,000

地域コミュニティ活性化推進計画の点検・見直し

<新　規>

 など

ＮＰＯ法人等の市民活動支援施策の推進 10,411 18,640

　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 185,949 186,273

市民活動総合センター運営など 64,294 58,814

いきいき市民活動センター運営 304,277 311,060

区庁舎の維持，管理 1,473,309 3,365,316

市立浴場運営 348,611 454,371

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

市 民 窓 口 事 務 住民票発行等事務 337,851 362,677

戸籍事務電算化 992,684 926,746

マイナンバーの通知及び個人番号カード交付事務 828,570 175,161

人 権 文 化 の 推 進 人権文化推進計画の推進 62,910 64,546

「人権ゆかりの地」の発信 <新　規> 1,200 -

世界人権問題研究センター運営 33,269 30,522

奨学金返還事務等経費 90,221 7,311

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－6）
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千円 千円

市 民 総 合 相 談 消費生活基本計画の推進 43,915 43,599

・ 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 32,995 33,861

　市政一般相談，税務相談，法律相談，交通事故相談

消費者教育・啓発の推進（地方消費者行政推進事業） 20,000 -

生 活 安 全 対 策 生活安全施策の推進 9,213 46,477

　第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画の中

　間見直し <新　規>

　暴力団排除条例の推進

　生活安全に関する啓発など

交通安全啓発 13,109 15,202

　交通安全市民運動の推進，自転車の安全利用の促進など

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 9,000 10,000

条例の充実

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進 48,251 48,612

「たばこマナー向上活動団体」制度等のマナー啓発の推進 5,500 3,500

犯罪被害者等支援策の推進 12,508 13,202

繁華街における飲食店等による客引き行為等対策の推進 12,700 -

<政策枠>

京都市災害ボランティアセンター運営 2,000 2,000

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

3 共同参画社会の実現 752,326 778,016

男女共同参画の推進 きょうと男女共同参画推進プランの推進 7,040 11,939

男女共同参画審議会

第４次「きょうと男女共同参画推進プラン（改定版）」

  第4次の策定 <新　規>

　　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－7）
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千円 千円

「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業 18,333 15,833

　「「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画の中間見直

   中間見直しに向けたアンケートの実施 <新　規>

「真のワーク・ライフ・バランス」ＦＭラジオ等による

   による普及啓発 <新　規>

婚活支援事業など

ＤＶ対策事業 54,261 56,292

　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

男女共同参画センター運営 180,000 185,170

勤労者，青少年対策 勤労者福祉対策 118,758 118,808

青少年育成計画推進 315,108 313,308

　青少年活動センター運営

　青少年活動推進協議会運営など

若者サポートステーション 6,439 6,439

子ども・若者総合支援事業 42,168 43,994

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 1,840,140 2,461,354

スポーツ振興対策 京都スポーツの殿堂 2,057 2,057

京都マラソン 402,000 425,000

市民スポーツフェスティバル 7,600 7,600

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 18,644

スポーツ推進委員 17,635 18,266

本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主 要 施 策 の 概 要

（文化市民局－8）
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千円 千円

関西ワールドマスターズゲームズ２０２１大会開催準備費 13,712 12,500

等負担金

水垂運動公園（仮称）整備基本計画の見直し <政策枠> 5,000 -

市民スポーツ振興計画の点検及び見直し <新　規> 2,800 -

スポーツ施設の運営 運動公園等運営 502,891 973,330

　西京極総合運動公園，宝が池公園運動施設

　地域体育館運営など

スポーツ施設等整備 625,107 845,337

　西京極総合運動公園の計画的改修（市府協調）<政策枠>

　                  　　　　　　　　　　  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）
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