
平成 20 年 5 月 

理 財 局 

平成 20 年度予算(肉付補正後)における政策重点化枠予算要求の内容と査定結果について 

◆ 財政健全化プランに基づき，平成 17 年度予算編成から，政策重点化枠の予算要求内容を公開し，平成 18 年度予算からは，査定理由に

ついても併せて公開しています。 

◆ 政策重点化枠の査定においては，財政の非常事態が続く現状を踏まえ，「選択と集中」を徹底し，採択する事業を厳選するとともに，

その経費についても精査を重ねました。 

◆ 査定結果や査定理由については，以下のとおりです。 
 

 １ 「予算措置を講じたもの」  Ｐ１～Ｐ４４ 

    この一覧表は，政策重点化枠を活用して予算措置を講じた事業を掲載したものです。なお，査定内容については，次のとおりに類型化

して記載しています。 

□ 要 求 ど お り ： 所管局区の要求どおりとしたもの 
□ 積算内容精査 ： 既存事業の実績等を踏まえ，所要額の精査を行ったもの 
□ 事業内容精査 ： 事業手法，実施時期・箇所等事業内容の精査を行ったもの

 
 ２ 「予算措置を見送ったもの」 Ｐ４５～Ｐ５５ 

    この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，

限られた財源を他の事業に振り向けざるを得ず，政策重点化枠での予算措置を見送った事業を掲載したものです。なお，「検討が必要な

事項」欄は，次のとおりに類型化して記載しています。また，特記すべき事項がある場合は，個別にその内容を簡潔に記載しています。

□ 公民等役割分担の検討 
□ 既存施策との整合性検討 
□ 事業内容・実施手法の検討 
□ 後年度財政負担の検討 

 
 
 

（広報資料）



※項目数は，予算の概要の作成にあたり，同一の政策目的の事務事業をひとくくりにした後の項目数を表している。
　また，複数局の事業をひとくくりにしたものがあるため，各局の項目数の足し上げと合計欄の項目数は一致しない。
※下段（　）書きは，当初予算計上分で，内数。 （単位：千円）

項 目 数 事 業 数 要 求 額 項 目 数 事 業 数 予 算 額 項 目 数 事 業 数 要 求 額

22項目 26事業 1,693,179 18項目 22事業 1,558,150
(1項目) (1事業) (217,450) (1項目) (1事業) (217,450)

環 境 局 3項目 3事業 92,934 2項目 2事業 62,000 1項目 1事業 15,000

22項目 23事業 253,000 17項目 18事業 134,000
(1項目) (1事業) (22,000) (1項目) (1事業) (22,000)

都 市 計 画 局 15項目 20事業 3,330,508 12項目 17事業 3,246,500 3項目 3事業 24,614

建 設 局 2項目 2事業 668,500 2項目 2事業 668,500 - - -

9項目 10事業 2,836,181 9項目 10事業 2,055,100
(1項目) (1事業) (1,663,181) (1項目) (1事業) (1,589,000)
19項目 19事業 2,388,415 14項目 14事業 2,190,200

(1項目) (1事業) (126,100) (1項目) (1事業) (125,500)

区 役 所 13項目 13事業 34,300 11項目 11事業 19,100 2項目 2事業 9,000

消 防 局 5項目 5事業 216,000 3項目 3事業 176,000 2項目 2事業 40,000

17項目 17事業 516,500 16項目 16事業 359,200
(2項目) (2事業) (151,500) (2項目) (2事業) (100,000)

総 務 局 8項目 8事業 421,260 7項目 7事業 412,500 1項目 1事業 4,760

人 事 委 員 会 1項目 2事業 2,500 1項目 2事業 2,000 - - -

131項目 148事業 12,453,277 107項目 124事業 10,883,250
(6項目) (6事業) (2,180,231) (6項目) (6事業) (2,053,950)

産 業 観 光 局

教 育 委 員 会

文 化 市 民 局

総 合 企 画 局

-

188,231

1項目 1事業 85,000

5項目 5事業

- -

4項目 4事業 46,550

5項目 5事業 117,000

保 健 福 祉 局

合 計

平成20年度予算（肉付補正後）における政策重点化枠予算要求と査定結果

予算措置を講じたもの予算要求 予算措置を見送ったもの

24項目 24事業 530,155
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平成20年度予算における政策重点化枠予算要求の内容と査定結果【予算措置を講じたもの】

事　業　概　要 要求額 査定額 内容

妊婦健康診査の拡充
[肉付補正予算計上]

　妊婦健康診査について，公費負担の回数を1回（低所得者2回）から5回に拡充する。ま

た，府外で受診する市民に対しても公費負担を行う。

＜成果目標＞

　経済的条件等により健康診査を受けることができない妊婦を支援することによる妊婦や

胎児の健康の保持増進

119,000 119,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

     -      -

[歳入減額
6,500]

[歳入減額
6,500]

【児童館整備等】
明徳児童館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　明徳小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。現在設置して

いる明徳学童保育所は廃止する。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

35,000 35,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
北白川児童館（仮称）
整備事業
[肉付補正予算計上]

　北白川小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

47,000 47,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
東福寺児童館（仮称）
整備補助事業
[肉付補正予算計上]

　東福寺保育園（民設民営）の2階部分を一元化児童館として整備する事業に対し，初度

調弁費の補助を行い，平成20年7月から運営を開始する。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

14,000 14,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【3人目以降の子ども
の保育料無料化】
保育所等における3人
目以降の保育料無料化
[肉付補正予算計上]

　同一の世帯から3人以上の児童が同時に保育所等を利用している場合の3人目以降の保育

料について，平成20年4月にさかのぼって無料とする。

＜成果目標＞

3人目以降の保育料を無料化することによる保護者負担の更なる軽減

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 1 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【児童館整備等】
七条第三児童館（仮
称）整備事業
[肉付補正予算計上]

　七条第三小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。現在設置
している七条第三学童保育所は廃止する。
＜成果目標＞
子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援
（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

52,000 52,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
唐橋児童館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　唐橋小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。現在設置して
いる唐橋学童保育所は廃止する。
＜成果目標＞
子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援
（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

43,000 43,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
梅津北児館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　梅津北小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

36,000 36,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
桂徳児童館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　桂徳小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

84,000 84,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
岩倉南児童館（仮称）
整備事業
[肉付補正予算計上]

　岩倉南小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。平成21年度
整備のため，平成20年度は設計を行う。
＜成果目標＞
　子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援
　（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度整備目標数130館）

5,000 5,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
修学院第二児童館（仮
称）整備事業
[肉付補正予算計上]

　修学院第二小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。現在設
置している一乗寺学童保育所は廃止する。平成21年度整備のため，平成20年度は設計を行
う。
＜成果目標＞
　子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

5,000 5,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 2 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【児童館整備等】
錦林児童館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　錦林小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。現在設置して

いる錦林学童保育所は廃止する。平成21年度整備のため，平成20年度は設計を行う。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

5,000 5,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
西野児童館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　西野小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。平成21年度整

備のため，平成20年度は設計を行う。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

5,000 5,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
祥豊児童館（仮称）整
備事業
[肉付補正予算計上]

　祥豊小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。平成21年度整

備のため，平成20年度は設計を行う。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

5,000 5,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
向島南児童館（仮称）
整備事業
[肉付補正予算計上]

　向島南小学校の敷地を活用し，一元化児童館の整備を行う。公設民営方式。平成21年度

整備のため，平成20年度は設計を行う。

＜成果目標＞

子育てと仕事の両立支援，放課後等の子どもの居場所の確保，在宅子育ての支援

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数130館）

5,000 5,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【児童館整備等】
京都市太秦児童館移転
事業
[肉付補正予算計上]

　太秦児童館（大正14年建築・木造）を旧右京保健所へ移転することにより，老朽化，狭

あい化を解消し，学童クラブの受入児童数の増加を図る。公設民営方式。平成21年度整備

のため，平成20年度は設計を行う。

＜成果目標＞

　安心・安全な施設環境の整備，学童クラブの待機児童の未然防止（地下鉄新駅整備によ

り予想される人口増加への対応）

3,000 3,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 3 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【保育所整備助成】
牛ヶ瀬保育園増改築整
備補助
[肉付補正予算計上]

　現園舎を増改築し，定員増を図る。（定員60名→90名）

＜成果目標＞

西京区で発生している保育所待機児童の解消

41,000 41,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【保育所整備助成】
万因寺保育園老朽改築
整備補助
[肉付補正予算計上]

　老朽化している既存の建物を解体撤去し，新園舎に改築することにより，園児の受入環

境を整備する。

＜成果目標＞

　安心・安全な保育環境を整備することによる良質な保育サービスの提供，スペースの拡

大による受入児童数増

195,000 195,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【多様な保育ニーズへ
の対応】
延長保育事業
[肉付補正予算計上]

　延長保育の実施箇所数を164箇所から169箇所に拡充する。

＜成果目標＞

保護者の就労形態の多様化等に伴う長時間保育需要への対応

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末190箇所）

13,100 13,100
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【多様な保育ニーズへ
の対応】
一時保育事業
[肉付補正予算計上]

　一時保育事業の実施箇所数を33箇所から37箇所に拡充する。

＜成果目標＞

　保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育，保護者の疾病等による緊急時の保

育，保護者のリフレッシュを図るための一時的な保育需要への対応

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末42箇所）

8,100 8,100
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【多様な保育ニーズへ
の対応】
休日保育事業
[肉付補正予算計上]

　休日保育の実施箇所数を3箇所から4箇所に拡充する。

＜成果目標＞

保護者の就労等に伴う日曜・祝日等の保育需要への対応

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末5箇所）

1,100 1,100 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 4 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

子育て支援活動いきい
きセンター（つどいの
広場）の拡充
[肉付補正予算計上]

　密室育児による育児不安の解消と児童虐待防止のため，子育て中の保護者が子育ての悩

みを気軽に話し合い，交流を図ることができるようつどいの場を提供するとともに，子育

てアドバイザーを設置する。平成20年度は９箇所から１４箇所の増加を図る。

＜成果目標＞

　子育て中の親の子育てへの負担感の緩和，安心して子育てができる環境整備，身近な地

域の子育て支援機能の充実

（新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」平成21年度末整備目標数20箇所）

14,900 14,900

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

新「京（みやこ）・子
どもいきいきプラン」
の見直し
[肉付補正予算計上]

　新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」（計画期間：平成17年度から平成21年度ま

で）の計画期間終了を平成21年度末に控え，これまでの取組成果や子育ての現状を踏ま

え，次期計画の策定に着手する。平成20年度は，その基礎資料とするため，子育て支援に

関する市民ニーズ調査及びひとり親家庭実態調査並びに母子保健関係の調査を実施する。

＜成果目標＞

　市民ニーズ等を踏まえた次期計画の策定

16,500 16,500
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

麻しん・風しん予防接
種の拡充
[当初予算計上]

　麻しん・風しんの予防接種を乳幼児期の1回しか接種していない世代について，免疫力

の低下が危惧されることから，平成20年4月から5年間の時限措置として，中学1年生と高

校3年生に相当する年齢の者を対象に，2回目の予防接種を実施する。

＜成果目標＞

麻しん・風しんの発生防止による安心・安全な生活環境の提供

217,450 217,450
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

第2児童福祉センター
基本構想策定調査
[肉付補正予算計上]

市南部地域への第2児童福祉センター設置に向けた調査・検討を行う。

＜成果目標＞

児童虐待，障害相談への迅速かつ的確な対応

4,000 1,000 □要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

発達障害児支援事業
[肉付補正予算計上]

　発達障害という概念が定着したことにより，療育相談が急増し，療育の待機が発生して

いる。このため，新たに発達障害児療育教室を設置し，待機解消を図る。

＜成果目標＞

発達障害をもつ児童の療育の待機解消

18,800 18,800 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 5 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

醍醐和光寮建替実施設
計費助成
[肉付補正予算計上]

　老朽化の著しい醍醐和光寮について，民設民営による建替えに向け，事業受託法人が行

う実施設計に対し補助を行う。

＜成果目標＞

老朽施設の建替えによる良質な施設サービスの提供

32,200 32,200
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

就労継続支援Ａ型事業
所設置促進事業
[肉付補正予算計上]

障害のある市民に雇用契約に基づく就労機会を提供する就労継続支援Ａ型事業所の設置を

促進するため，Ａ型事業所の開設後１年間，ノウハウの構築や販路拡大の促進費として運

営資金を助成する。

＜成果目標＞

就労継続支援Ａ型事業所の設置促進による，障害のある市民が生きがいを持って働ける仕

事場づくりの推進

2,400 2,000 □要求どおり
■積算内容精査
■事業内容精査

【介護保険基盤整備助
成】
特別養護老人ホーム
「西陣（仮称）」整備
助成
[肉付補正予算計上]

北区において，民設民営による特別養護老人ホームを整備する。

＜成果目標＞

常時介護を必要とする重度の要介護高齢者等への安心して生活できる場の提供

（「第３期京都市民長寿すこやかプラン」平成20年度末整備目標数4,470人分）

88,800 88,800

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【介護保険基盤整備助
成】
特別養護老人ホーム
「まほろば」増築整備
助成
[肉付補正予算計上]

西京区大原野の民設民営による特別養護老人ホーム「まほろば」の増築整備を実施する。

＜成果目標＞

常時介護を必要とする重度の要介護高齢者等への安心して生活できる場の提供

（「第３期京都市民長寿すこやかプラン」平成20年度末整備目標数4,470人分）

74,000 74,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

事業内容を変更し，事業名
「障害のある市民の就労支
援に関する調査・検討」と
して予算計上している。

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 6 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【介護保険基盤整備助
成】
小規模特別養護老人
ホーム「大亀谷の家
（仮称）」整備助成
[肉付補正予算計上]

　伏見区内において，民設民営による地域密着型の小規模特別養護老人ホーム（サテライ

ト型）及び小規模多機能型居宅介護拠点を整備する。

＜成果目標＞

常時介護を必要とする重度の要介護高齢者等への安心して生活できる場の提供

（「第３期京都市民長寿すこやかプラン」平成20年度末整備目標数4,470人分）

75,000 75,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【介護保険基盤整備助
成】
小規模特別養護老人
ホーム「岩倉（仮
称）」整備助成
[肉付補正予算計上]

　左京区内において，民設民営による地域密着型の小規模特別養護老人ホーム（サテライ

ト型）を整備する。

＜成果目標＞

常時介護を必要とする重度の要介護高齢者等への安心して生活できる場の提供

（「第３期京都市民長寿すこやかプラン」平成20年度末整備目標数4,470人分）

60,000 60,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

養護老人ホーム「水尾
寮」移転整備助成
[肉付補正予算計上]

老朽狭あい化の著しい養護老人ホーム「水尾寮」の移転整備を実施する。

＜成果目標＞

安心・安全な施設環境を整備することによる良質な施設サービスの提供

160,000 160,000
■要求どおり
□積算内容精査
□事業内容精査

がんの予防及び早期発
見の推進
[肉付補正予算計上]

　がん対策基本法の施行（平成19年4月），がん対策推進基本計画の策定（平成19年6月）
の趣旨を踏まえ，がんの予防及び早期発見を推進するため，リーフレット等により，市民
のがんに対する意識向上を図るとともに，セット検診の実施期間拡大など，がん検診の受
診機会を拡大する。
＜成果目標＞
市民の生活習慣の改善によるがんの一次予防及びがんの早期発見，早期治療によるがん死
亡率の減少

136,779 51,700
□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

「京（みやこ）・地域
福祉推進指針(仮称)」
策定
[肉付補正予算計上]

　平成16年3月に策定した「京（みやこ）・地域福祉推進プラン」の計画期間終了に伴

い，これからの本市の地域福祉推進の方向性や理念を明らかにする指針として「京（みや

こ）・地域福祉推進指針」（仮称）を策定し，自助・共助・公助の地域福祉をさらに推進

する。

＜成果目標＞

指針策定による地域福祉の一層の推進

3,500 3,500
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 7 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

京都あんしんタクシー
（福祉移送）事業
[肉付補正予算計上]

　国土交通省が実施する「福祉輸送普及促進モデル事業」を活用し，共同配車センターの

設置による福祉移送サービスを行うことにより，お年寄り・障害のある方・子育て家庭の

安心外出支援の充実を図る。

＜成果目標＞

移送支援の充実による「誰もが地域で健やかに暮らせる安心・健やか都市」の推進

9,000 9,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

民間社会福祉施設の耐
震化対策
[肉付補正予算計上]

民間社会福祉施設の耐震診断事業に対する助成を行う。

＜成果目標＞

　「京都市建築物耐震改修促進計画」に掲げられている「特定建築物の平成27年度末の耐

震化率90％以上」の目標達成

12,000 12,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 8 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

生ごみ等の分別収集に
よる新たなエネルギー
生成モデル実験
［肉付補正予算計上］

　平成２０年１０月から全行政区２，０００世帯を対象に生ごみ等の分別収集実験を開始

する。この実験では，水分の多い生ごみ等をクリーンセンターで焼却するのではなく，ガ

ス燃料化し，これを発電に活用することにより，脱焼却による焼却ごみの減量と温室効果

ガスの削減を進めるとともに，市民の協力を得やすい分別品目や排出方法，効率的な収集

体制についても検証する。

　また，近郊農村部等２００世帯を対象に，堆肥化装置を活用し，地域コミュニティにお

ける堆肥化モデル実験を行う。この実験では，地域で出た生ごみを堆肥化してその地域で

利用する地産地消の資源循環の促進を図る。

　これらの実施により今後の全市拡大に向けた各種データや課題を整理し，京都独自の生

ごみリサイクルシステムの検討を行う。

＜成果目標＞

　処理処分（焼却・埋立）量及び 終処分量の削減と再生利用率の向上を図り，環境共生

型都市の実現を目指す。

56,934 47,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

「新京都市循環型社会
推進基本計画（仮
称）」の策定
［肉付補正予算計上］

　平成１５年１２月に策定した「京のごみ戦略２１」（以下「現行計画」という。）に基

づく各種ごみ減量施策の実施や家庭ごみ有料指定袋制により，平成１８年度には数値目標

のひとつである総排出量削減率が 終目標（平成２７年度）を上回るなど着実にごみ減量

が進んでいる。

　また，国における各種リサイクル法等の見直しも進むなど，本市の「現行計画」を取り

巻く状況は大きく変動している。

  こうした状況を踏まえ，「現行計画」の基本概念は継承しつつ，更なるごみ減量を目指

した施策や，脱焼却を基本とした適正な廃棄物処理システムのあり方など，京都市廃棄物

減量等推進審議会での審議とその答申を踏まえ，今後１０年から１５年先の廃棄物行政の

指針となる「新京都市循環型社会推進基本計画（仮称）」を平成２０～２１年度の２箇年

をかけ策定する。

＜成果目標＞

　ごみの総排出量，処理処分（焼却・埋立）量及び 終処分量の削減と，再生利用率の向

上を図り，環境共生型都市の実現を目指す。

21,000 15,000

□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

環　境　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 9 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

京都市ユニバーサル
ツーリズム推進事業
［肉付補正予算計
上］

　高齢者や障害者など，いわゆる「旅行弱者」を含め，誰もが京都の奥深い魅力を楽し

むことができる機会の増加と京都の観光都市としての価値の向上を目的として，ユニ

バーサルデザイン情報の収集・発信等を実施する。

＜成果目標＞

　ユニバーサルデザインの視点に立った観光コースの作成等により，更に多くの方々に

京都の魅力を楽しむ機会を提供する。

10,000 10,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

森林バイオマス活用
推進事業
［肉付補正予算計
上］

　地球温暖化対策計画を達成するため，森林吸収源対策と森林バイオマス活用によるエ

ネルギー転換対策に取組み，木材利用に繋がる間伐の実施に加え，林地内に存置された

未利用資源に関する調査を実施し，森林の健全な育成を図る。

＜成果目標＞

　緊急的な間伐の推進を図ることと未利用資源の活用の検討により，地球温暖化対策に

おける森林吸収源の確保とバイオマス資源の活用に寄与する。

19,000 18,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

ぐるり界わい・観光
案内標識のネット
ワーク化
［肉付補正予算計
上］

　「脱クルマ観光の推進」と「歩いて楽しい観光の推進」という観点から，歩行者の視
点に立ち，目的地までの距離表示を記載するなど，分かりやすい観光案内標識を面的か
つ重点的に整備する。
＜成果目標＞
　京都市観光調査年報の「京都に関する感想調」における，京都の「案内」「道路」
「交通」に関するマイナス回答の平成１６年レベルからの２割以上の削減を目標とす
る。

9,000 9,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

修学旅行誘致促進事
業（京都修学旅行パ
スの新設）
［肉付補正予算計
上］

　寺院，神社，体験学習施設の優待特典，お土産の買物割引など多彩な内容を満載した

「修学旅行パスポート」の機能を合わせた修学旅行生専用市バス・地下鉄等共通一日乗

車券「京都修学旅行パス」を新設する。

＜成果目標＞

　修学旅行生100万人の維持と拡大を目指す。

3,000 3,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 10 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

農とふれあう総合体
験型市民農園整備事
業
［肉付補正予算計
上］

　都市型農林業の一経営形態である市民農園の地域（農家）主導の経営モデルとなる市
民農園（アグリパーク）を整備することにより，農家開設型市民農園の整備支援及び運
営指導を行う拠点として活用して，環境にやさしい都市型農業の振興を地域（農家）主
導で行う仕組みづくりを進める。
＜成果目標＞
　地域（農家）主導型の市民が参加できる環境にやさしい市民農園を市内全域に普及拡
大し，農林行政基本方針において設定している市民農園区画数5,000区画の達成を目指
す。

2,000 2,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【知恵産業推進事
業】
知恵産業融合セン
ター推進事業
［肉付補正予算計
上］

　伝統産業と先端産業を融合する「知恵産業融合センター」の創設に向け，京都商工会
議所等と連携し，研究・検討を行う。
＜成果目標＞
　「知恵産業融合センター」のあり方を検討することにより，京都経済の活性化を目指
す。

2,000 2,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【知恵産業推進事
業】
伝統産業道具類等確
保事業
［肉付補正予算計
上］

　国，府，伝統産業の産地組合と連携して，「伝統産業道具類等確保対策協議会」を設
置し，調達困難な道具類の安定した供給確保のための仕組みづくりや，代替品開発に向
けた支援等を検討していく。
＜成果目標＞
　産地共同受発注による道具供給体制の安定化及び需要拡大を図る。

1,000 1,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

未来創造型企業支援
プロジェクト
［肉付補正予算計
上］

   これまでの地域プラットフォーム事業を，ベンチャー企業目利き委員会と一体となっ
た支援システムに再編するとともに，研究開発補助金の創設や，専任のイノベーション
コーディネータの配置等，新たな支援策を実施することにより，Aランクに認定されたベ
ンチャー企業を集中的に支援し，次代の京都経済を担うベンチャー企業の成長・発展を
強力に推進する。
＜成果目標＞
　100社をAランク認定する。(平成20年2月末時点61社）

21,000 21,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

コンテンツ産業振興
調査
［肉付補正予算計
上］

　京都におけるコンテンツ産業の概要を把握するとともに,全国の先進的な取組事例やコ
ンテンツ関連企業を調査し,京都の強みを生かしたコンテンツ産業の振興策を検討する。
＜成果目標＞
　コンテンツ産業振興施策の方向性について検討することにより，新事業の創出を目指
す。

4,000 4,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 11 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

知的クラスター創成
事業（第Ⅱ期）
［当初予算計上］

　知的クラスター創成事業は,地域の持つポテンシャルを活用し,地域のイニシアティブ

の下,国際競争力のあるイノベーションの創出を目指して知的集積システム（知的クラス

ター）の構築を目指す文部科学省の事業である（京都地域においては,ナノテクノロジー

を基盤核技術に本事業を推進している。事業期間：平成14年7月～平成20年3月）。

　本事業の終了後,引き続きナノテクノロジーを核とした京都・地域クラスターの形成を

図るため，知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）を提案する。

＜成果目標＞

  先進的基盤技術であり,汎用性のあるナノテクノロジーの研究開発や事業化に取り組む

ことで,多くの産業分野における技術開発を促し,新産業・新事業の創出を目指す。

22,000 22,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

医工等連携プロジェ
クト推進事業
［肉付補正予算計
上］

　高度な専門知識を有するコーディネータを配置し， 先端の情報やニーズ調査等を実
施するとともに，京都医工研究センターのあり方を検討し，同センターの誘致等に向け
た取組を推進する。
＜成果目標＞
　上記センターのあり方を検討し，誘致等に向けた取組を進めることで，京都バイオシ
ティ構想の一層の推進を図る。

6,000 6,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

企業立地促進助成
［肉付補正予算計
上］

  京都市スーパーテクノシティ構想に基づき，企業誘致を促進するために創設した3区分

の企業立地促進助成制度のうち，新たに特定地域施策補助金の対象区域に横大路地区を

加え，また，研究開発拠点に限り，同区域を全市域に拡大し，企業誘致を促進する。

＜成果目標＞

　南部地域への企業集積や研究開発拠点の誘致による企業の基盤強化

債 務 負 担
行 為 設 定

債 務 負 担
行 為 設 定 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

新・京都産業政策プ
ロジェクト
［肉付補正予算計
上］

  大学と共同で，これまで十分でなかった大企業の実態を調査し，調査結果を基に，経

済団体や学識経験者など様々な立場から意見を募り，今後の本市における産業振興政策

の検討を行う。

＜成果目標＞

　本市の産業振興施策の基本的な方針を示す次期スーパーテクノシティ構想につながる

効果的な政策の提言を行うとともに，大企業の流出防止，大企業と中小企業の連携方策

等について検討することにより，京都経済のさらなる活性化を目指す。

6,000 6,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 12 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

和装産業活性化戦略
プランの策定
［肉付補正予算計
上］

　平成19年度に実施している「京ものマーケティング調査・研究」の分析結果をもと
に，和装の需要開拓を図るため，首都圏で活躍しているカリスマ和装コーディネーター
等を交えて和装産業活性化戦略プランを策定する。
＜成果目標＞
　和装産業を活性化する戦略プランを策定することにより，首都圏での和装需要が開拓
され，京都の和装業界全体に波及効果をもたらす。

3,000 2,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

京ものきらめきチャ
レンジ事業
［肉付補正予算計
上］

　京都の伝統産業を牽引するトップランナーを生み出すため，事業者等の創造的な活動
を支援する。申請に当たっては，テーマを設定し，プレゼン形式により，マーケティン
グの視点や戦略性の有無などを審査する。
＜成果目標＞
　京都の伝統産業を牽引するトップランナーを生み出すことにより，伝統産業の需要拡
大や後継者育成，技術・技法の継承等を推進し，伝統産業の活性化を図る。

11,000 11,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

まちづくり調査（中
心市街地基本計画見
直し）
［肉付補正予算計
上］

　京都市基本構想，京都市基本計画，伏見区基本計画，京都市商業ビジョン等を踏ま
え，まちの活性化と商業振興に向けた施策の展開を図る「京都市（伏見地区）中心市街
地活性化基本計画」の見直しを検討する際の基礎データを収集する。
＜成果目標＞
　市民活動と商業活動が結び付いた事業を推進することにより，観光及び商業の集客力
の向上を図り，地域全体の活性化を目指す。

7,000 7,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

プロモーション能力
育成事業
［肉付補正予算計
上］

　プロモーション（販売促進）や販売戦略に長けている人材や企業ＯＢを活用し，その
人材の営業で培った経験や人脈を使い，市内出店した商い創出事業支援者及び元気店舗
プロジェクト支援者等に対して，直接，店舗に出向いて指導を行い，商業者としての育
成を図る。
＜成果目標＞
　多様な消費者ニーズに対応できる個店を育成することにより，魅力ある個店の定着を
図り，商業集積の形成を促進する。

2,000 2,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

Kyoto Winter
Specialの実施
［肉付補正予算計
上］

　インターネットを活用した「冬の京都」への外国人観光客誘致キャンペーンを世界的
規模で実施するとともに，国内観光客に対しても，京都の冬の「食」をＰＲする期間限
定イベントを実施する。
＜成果目標＞
・12月から3月までの外国人宿泊客数　対前年比10%増
・月別構成比（12～3月の観光客数/通年の総観光客数)を現状23.6%から24.0%へ増

8,000 8,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 13 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

【市営住宅建設等】
三条鴨東22棟実施設
計等
[肉付補正予算計上]

住宅地区改良事業施行中の三条鴨東地区において，建設を計画する改良住宅の実施設
計及び建設用地の買戻しを行い22年度の竣工を予定している。
＜成果目標＞

早期の改良住宅建設により，同地区の住宅地区改良事業の早期完了をめざし，より良
い住環境を提供するとともに，耐震対策，景観への配慮，バリアフリー化等をもって，
美しさと品格を備えた，すべての人が健やかに暮らせる安心安全と福祉のまちづくりを
目指す。

721,800 721,800
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【市営住宅建設等】
鈴塚団地　基本計画
[肉付補正予算計上]

鈴塚団地は構造上の耐震性能が低く，また設備面の老朽化や居住面積の狭小のため，
建て替え事業に着手する。
＜成果目標＞

耐震性能が低い住棟を除却し，公営住宅ストックの耐震化を促進することで，住宅
セーフティネットとして，良質な公営住宅ストックの確保に努める。また，景観への配
慮により，美しいまちづくりに資するとともに，バリアフリー化にも配慮した，すべて
の人が健やかに暮らせる安心安全と福祉のまちづくりを実現する。

9,700 9,700

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【市営住宅建設等】
北河原新棟実施設計
関連
[肉付補正予算計上]

住宅市街地総合整備事業施行中の東九条地区において，改良更新住宅（北河原市営住
宅）と地域福祉施設の合築施設整備のため，実施設計及び建設用地の買戻し等を行い23
年度の竣工を予定している。
＜成果目標＞

東九条地区内の防災上危険な密集市街地を解消し，老朽化した市営住宅の建替え及び
地域福祉施設の合築施設建設に合わせて，すべての人が健やかに暮らせる安心安全と福
祉のまちづくりを目指す。

1,889,000 1,889,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【市営住宅建設等】
楽只新３棟（仮称）
建設関連
[肉付補正予算計上]

改良住宅等改善事業施行中の楽只地区における，老朽狭小化した市営住宅建替えの一
環として，新3棟建設を行うものである。19年度の実施設計に引き続き，20年度に建替対
象棟の除却を経て工事着手，21年度の竣工を予定している。
＜成果目標＞

老朽化した市営住宅の建替えに合わせて，耐震対策，景観への配慮，バリアフリー化
等をもって，美しさと品格を備えた，すべての人が健やかに暮らせる安心安全と福祉の
まちづくりを目指す。

139,000 139,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

（単位：千円）

査　定　結　果都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 14 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【市営住宅建設等】
山科3棟トータルリモ
デ ル 事 業 （ 実 施 設
計）
[肉付補正予算計上]

　山科団地においては住宅の内装や設備等の老朽化が著しく，平成14年度より順次トー
タルリモデル事業を実施しており，平成20年度については，3棟全体の実施設計に着手す
る。3棟西棟については平成21年度，3棟東棟については平成23年度に順次工事に着手す
る予定である。
＜成果目標＞
　住宅セーフティネットとして，良質な公営住宅ストックの確保に努める。耐震性とバ
リアフリー化にも配慮した，すべての人が健やかに暮らせる安心安全と福祉のまちづく
りを実現する。

23,500 23,500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

市営住宅の耐震改修
（公営・改良）
[肉付補正予算計上]

建築物の耐震化については，「社会全体の国家的な緊急課題」とされており，京都市
においても改正耐震改修促進法を踏まえた「京都市建築物耐震改修促進計画」を策定し
たところである。都市計画局では，耐震化促進を中心にすえた市営住宅のストック総合
活用計画をとりまとめ，平成２０年度はこれに基づき，緊急性の高い住棟から順次耐震
改修に着手する。
＜成果目標＞

国の耐震化に対する基本方針に従い，住宅セーフティネットとして良質な公営住宅ス
トックの確保に努め，安心安全に配慮した災害に強いまちづくりを実現する。

87,914 48,000

□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

特定建築物の耐震化
対策
[肉付補正予算計上]

１９年７月に策定した「京都市建築物耐震改修促進計画」に基づき，特定建築物の中
で，地震時に倒壊することで市民の安全に多大な影響を及ぼす施設（災害時の防災拠点
となる病院や緊急輸送道路等の沿道建築物）に対する耐震化支援（耐震診断）を実施す
る。また計画の進行管理業務及び普及啓発を行い，市内の住宅・建築物の耐震化を促進
する。

＜成果目標＞
京都市建築物耐震改修促進計画に基づく目標＝『目指すべき指標として耐震化率９

０％を掲げ，住宅・建築物の耐震性向上を着実に進めることで，安全安心のすまいづく
り，まちづくりを実現する。』

6,500 6,500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 15 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

分譲マンション耐震
改修助成
[肉付補正予算計上]

「京都市建築物耐震改修促進計画」に基づき，市民が安心して安全に暮らせるよう，
分譲マンションの耐震改修工事に要する費用に対する助成を行い，当該マンションの耐
震性の向上を図る。
（補助対象）

京都市内における旧耐震基準で建設された分譲マンションで，当該工事により，Ｉｓ
値が0.6以上になるもの
（補助率）
　1／2
（補助上限額）
　戸当たり60万円（1件当たり4,800万円）
＜成果目標＞
　 すべての人が健やかに暮らせる震災に強いまちづくりを推進する。

48,000 48,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

高齢者等の木造住宅
簡易耐震改修等助成
事業
[肉付補正予算計上]

「京都市建築物耐震改修促進計画」に基づき，市民が安心して安全に暮らせる住宅を確
保できるよう，一般木造住宅の耐震性能の向上に係る簡易又は部分的な耐震改修工事に
要する費用の助成を行い，当該住宅の耐震性の向上を図る。
（補助対象）
　京都市内における旧耐震基準で建設された高齢者等（＊）が居住する一般木造住宅
　＊高齢者等・・65歳以上の高齢者，障害者，未就学児童
　＊所得要件・・市民税所得割額235,000円未満の世帯
（補助率）
　1／2
（補助上限額）
　30万円
＜成果目標＞
　 すべての人が健やかに暮らせる震災に強いまちづくりを推進する。

3,000 3,000

□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 16 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

【歩くまち・京都】
の推進
「歩くまち・京都」
総合交通戦略(仮称）
の策定
[肉付補正予算計上]

交通まちづくり政策はあらゆる市民生活に密接に関わるものとの認識から，縦割り行
政を打破し，環境，健康，コミュニティ，公共交通，子育て・教育，経済の活性化，景
観，観光の幅広い行政分野を融合させた議論を審議会及び市役所全庁体制で行うととも
に，市民意識調査やパブリックコメントを実施し，平成21年夏頃を目途に「「歩くま
ち・京都」総合交通戦略（仮称）」を策定する。
＜成果目標＞
　市内全域における総合的な交通体系の実現

26,000 20,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

【歩くまち・京都】
の推進
「歩いて楽しいまち
なか戦略」の推進
[肉付補正予算計上]

19年10月に実施した四条通の歩道拡幅や路線バス・タクシー専用化（トランジット
モール化）をはじめとした社会実験の結果を踏まえて，20年度は，荷さばき実態，交通
量などの調査を行い，交通処理方法について検討する。
また，協議会を中心に市民や関係者の皆様と多角的な議論を行い，通過交通の抑制など
の交通施策や魅力あるまちづくりを体感できる実証実験を実施し，四条通歩道拡幅等予
備設計や地下空間の有効活用となる四条通地下駐輪場基本計画を策定する。

＜成果目標＞
歩いて楽しいまち，環境にやさしいまち，魅力的で活力のあるまち，訪れる人が快適

に移動できるまちを目指す。

71,000 71,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

アセットマネジメン
ト推進事業
[肉付補正予算計上]

市有建築物について，計画的な修繕により長寿命化及びエネルギー効率の向上等を実
現する 適維持管理（アセットマネジメント）手法を確立し，財政負担の平準化するた
め，計画策定に向けた劣化度調査及び耐震診断を実施する。
　
＜成果目標＞

アセット対象施設について各施設所管局が，計画的な修繕を行うことで，平成23年度
から平成42年度までの20年間（平成22年度は実施設計期間）で下記の成果が見込まれ
る。
○ 適な維持管理による大幅なライフサイクルコストの縮減（光熱水費及びＣＯ２排出
量の削減による環境負荷の低減についても強力に推進）
○京都市建築物耐震改修促進計画で掲げられている平成27年度までの目指すべき指標で
ある耐震化率90％以上の達成に向けて耐震改修を促進

66,000 66,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 17 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

省エネルギー改修及
びバリアフリー改修
に要する緊急対策事
業
[肉付補正予算計上]

　人と環境にやさしいまちづくりを推進するため，市有建築物について，老朽化した冷
暖房機器の更新などによる省エネルギー改修及び段差解消などのバリアフリー改修を緊
急かつ集中的に実施する。
＜成果目標＞
○省エネルギー効果：　改修施設の省エネルギー化により，光熱水費及びＣＯ２排出量
を削減し，環境負荷の低減を強力に推進
○人にやさしい施設への改修を推進：　バリアフリー改修

153,000 153,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

景観政策検証システ
ムの構築
[肉付補正予算計上]

新たな景観政策が都市の活力に与える影響について，経済効果だけではなく，住環境
や文化など様々な側面から評価するため，有識者を中心とした研究会を設置し，京都独
自の検証システムを3年間で構築する。
＜成果目標＞
　新景観政策による影響を評価する検証システムの構築

6,000 6,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

高度集積地区の新た
なまちづくりの推進
[肉付補正予算計上]

高度集積地区のポテンシャルを高める新たな仕組みの創設等
１ 高度集積地区内への本社機能や研究開発機能を有する企業の立地を促進するため

の
土地の譲渡等が円滑化するよう，土地の譲渡や貸し事務所の建設，土地の賃借を

行っ
　　た土地所有者に対する支援制度を創設する。(PR経費含む）
　　［3,000千円］　 **21年度債務負担7,000千円（譲渡，建設補助分）

２ 土地の有効利用，公共交通の充実，企業活動のサポート，地区内交流の促進等地
区
　 の魅力を高めるための方策について，検討・調査を行う。

・ 産業支援等複合施設等に関する事項（土地マッチングシステム，まちづくり組
織,
　　　企業活動のサポート体制等）
 　・　環境まちづくりに関する事項（緑化の推進，公共交通の充実，自然エネルギー活
　　　用促進等）
　　［12,000千円］
＜成果目標＞

15,000 15,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 18 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

京都駅南口駅前広場
整備計画策定
[肉付補正予算計上]

南部地域の玄関口として重要な位置を占めている京都駅南口駅前広場について，交通
結節機能の強化を図るとともに，安全で快適な歩行者空間を創出するための整備基本計
画を３箇年で策定するものである。

＜成果目標＞
２１世紀の本市の新たな活力を担う南部地域の玄関口として重要な位置を占めている

京都駅南口駅前広場の再整備により，路線バス，不定期観光バス及びタクシーの乗降場
等の拡充など交通結節機能の強化を図ると共に，駅利用者や市民にとって安全で快適な
歩行者空間の創出を図る。

7,000 7,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

留学生入居支援事業
[肉付補正予算計上]

改良住宅の空家の有効な活用を図るため，今までにおいても，住棟建替えのための仮
住戸としての活用や一般公募による募集に取り組んでいる。その中で，市内に在住する
留学生への入居支援策として，目的外使用許可により空き家を提供してきた。
　平成20年度においては，留学生への入居支援策の拡大を実施する。
＜成果目標＞
　改良住宅の空家の有効活用を図るとともに，留学生の生活を支援する。

33,480 20,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 19 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

太秦天神川駅西部地域
まちづくり基本構想等
の策定（調査）
［肉付補正予算計上］

　区役所の移転等により右京区の新たな拠点となる「太秦天神川駅」の西部地域において

は，都市計画道路の整備水準が低いことから，特定の交差点や狭あいな生活道路への交通

集中が生じるなど，市民の日常生活に支障を来しているとともに，都市防災の観点からも

幹線道路網の整備が緊急かつ重要な課題となっている。また，都市計画マスタープラン，

右京区基本計画及び右京区まちづくり円卓会議においても都市計画道路御池通及び梅津太

秦線の早期整備が位置づけられている。このような状況のもと，当地域においてまちづく

り基本調査を実施し，面的整備事業と街路事業の連携を視野に入れた整備手法を検討し，

より効率的かつ効果的なまちづくりを目指す。

＜成果目標＞

　右京区において優先的に整備すべき幹線道路を面的手法も含めて整備することにより，

地域の交通環境の改善や防災機能の向上を図るなど，だれもが安心かつ快適に暮らせるま

ちづくりを推進する。

12,000 12,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

無電柱化事業
［肉付補正予算計上］

　世界文化遺産である上賀茂神社や社家町周辺の上賀茂伝統的建造物群保存地区内の上賀

茂山端線，市街地西部の主要観光地のひとつである嵯峨釈迦堂の参道の性格を有する宇多

野嵐山山田線他及び産寧坂伝統的建造物群保存地区の二年坂から八坂の塔へつながる八坂

通は国内外から観光客が多く訪れるところであるが，電柱等が歩行者の通行の支障となっ

ており，また歴史的景観を阻害する要因となっている。このような状況を改善するため

に，電線類の地中化により無電柱化を推進する。

＜成果目標＞

　歩行環境の安全性・快適性を高めるともに，景観保全対策を実施する。

656,500 656,500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

（単位：千円）

査　定　結　果建　設　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 20 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

【3人目以降の子ども
の保育料無料化】
同時就園３人目以降の
保育料ほぼ無料化
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　子どもを安心して産み育てることができるよう，３人目以降の子どもの幼稚園保育料補

助金を増額してほぼ無料化することにより，利用者負担の軽減を図る。

＜成果目標＞

　子どもを安心して産み育てる喜びを実感できる条件の整備

32,760

[歳入減額
6,792]

29,000

[歳入減額
6,400]

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

放課後まなび教室の推
進
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　平成19年度に創設された国の「放課後子どもプラン」のうち，文部科学省所管の「放課

後子ども教室推進事業」の京都市版として，放課後の子どもたちに学習の習慣づけを図る

「自主的な学びの場」と「安心・安全な居場所」を充実する。

  平成19年度に50小学校区で実施しており，今後，全179小学校区で実施することとし，

20年度に65校で実施するとともに，残り64校についても実施に向けて準備を進める。

＜成果目標＞

　子どもたちの「自主的な学びの場」と「安心・安全な居場所」の充実

159,500 159,500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

総合支援学校高等部等
の定員拡大
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　総合支援学校高等部の生徒数増加に対応するため，白河総合支援学校に新コースを設置

し，平成21年度からの受入れに向けた整備を行う。また，高等部総体の今後のあり方を検

討する検討委員会を設置し，さらなる定員拡大の計画を作成する。

＜成果目標＞

　総合支援学校高等部の生徒が，希望する進路の実現に向けた教育を受けることができる

環境の整備

10,000 7,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

京都ジュニア環境サ
ミット
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞
　Ｇ８サミット外相会合が京都で開催されることにあわせ,｢ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？｣
プロジェクトの一環として，学校・地域・企業等が一体となって取り組んできた京都市の
環境教育をアピールする場を設ける。
＜成果目標＞
　京都市の環境教育のアピールとさらなる発展
　外相会合の機運の醸成

7,250 5,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

教　育　委　員　会　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 21 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

教　育　委　員　会　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

土曜学習の実施
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　学習内容が増える学習指導要領の改訂に伴い，家庭学習や自学自習の習慣づけ，基礎基

本の定着を図るため，学校運営協議会やボランティアとの連携のもと，土曜日を利用して

自学自習支援を行う。

＜成果目標＞

　児童・生徒が家庭学習や自学自習の習慣を身につけることで，基礎基本を定着させ，さ

らなる学力の向上を図る。

29,790 21,900

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

総合支援教育サポー
ター(仮称)の配置
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　普通学級に在籍するＬＤ等特別な支援が必要な児童生徒に対して，学習支援の補助や学

習活動・教室間移動の介助等，一人ひとりの教育的ニーズにあった支援を行う。

＜成果目標＞

　一人ひとりの教育的ニーズにあった支援を行うことで，すべての児童生徒が同様に活動

できる環境の整備

153,100 153,100

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【学校増改築等施設整
備事業】
小学校増収容対策
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　一部地域における児童数の増加に伴い，小学校の校舎（西陣中央小学校，桂坂小学

校），給食室（羽束師小学校）を増改築する。

＜成果目標＞

　教育環境の一層の充実

24,600 24,600
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【学校増改築等施設整
備事業】
御所南小学校グラウン
ド用地取得・整備
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　平成１８年１２月，府知事と市長との懇談会において交換・有効活用することが合意さ

れた，府保有の旧中京庁舎跡地を取得し，御所南小グラウンドとして整備する。

＜成果目標＞

　狭隘な御所南小グラウンドの拡充による教育環境の向上

718,000 28,000
□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 22 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

教　育　委　員　会　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

東山区統合小中一貫校
整備
［当初予算計上］

＜事業概要＞

　東山区北部の小中７校（白川小，新道小，六原小，清水小，東山小，洛東中，弥栄中）

を統合し，現洛東中学校と現六原小学校敷地に小中一貫校を新設する。

　また，それに伴い，学校敷地拡張用地と，周辺道路拡張用地を取得，造成する。

＜成果目標＞

　教育環境の一層の充実

1,663,181 1,589,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

市立学校・幼稚園ホー
ムページ作成支援シス
テムの導入
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　市民に対しての有効な広報媒体である京都市立学校・園のホームページの迅速な情報の

更新が可能となるよう，その作業に専門的な知識と技能を必要としない「ホームページ作

成支援システム（ＣＭＳ）」を導入する。

＜成果目標＞

　学校・園の情報発信の量・質の充実及び教職員の作業時間の減少に伴う教育活動の充実

38,000 38,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 23 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

美術館再整備事業
［肉付補正予算計上］

 京都市美術館は市民に親しまれている文化施設の一つであるが，近年は建物や設備の老

朽化が進んでいる。

　中でも本館1階北系統の恒温恒湿設備は改修の必要性が高く，現在は緊急修繕により維

持しているが，故障が頻発し，これ以上放置できない状況であり，抜本的な改修が必要と

なっている。

　京都市美術館での海外展実施は，観客動員の実績からみても多くの市民に支持されてい

るが，海外展の開催条件をクリアーするためには展示環境を整えることが必須である。本

館1階の南系統と北系統の両方の恒温恒湿設備の安定稼動ができれば，大規模な海外展誘

致や年間2回程度の海外展の実施が可能となる。

　このため，展覧会場として必須の機能を維持するために不可欠なものである恒温恒湿設

備改修を行うとともに，後年度の整備に向け，老朽化の進んだ美術館建物及び設備の現状

を正確に把握し，整備の緊急性や重要性，ユニバーサルデザインの導入などを考慮した，

経済的かつ合理的な整備手法を検討するため，本館及び収蔵庫施設老朽化調査を行う。

＜成果目標＞

　再整備の実施により，恒温恒湿設備等の安定稼動を図り，多くの市民から支持され，ま

た，安定した収入の基盤となっている海外展及び貸館誘致を進め，観客動員と収入増を図

る。

111,000 111,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 24 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

京都大学との連携によ
る動物園の活性化（チ
ンパンジーの群れ飼
育・類人猿舎改修）
［当初予算計上］

　京都大学との連携でチンパンジーを群れで導入し，同大学霊長類研究所で培われた野性
チンパンジーについての知見をいかした展示を実現する。それによって，群れの中での社
会行動や樹上で暮らす様子などチンパンジー本来の行動や魅力を来園者に伝え，環境教育
に資すること，遺伝的多様性を保ちながら繁殖に取り組み，生息域外の種の保存に貢献す
ること，そして飼育下チンパンジーのエンリッチメント研究を実践することを目的とす
る。
　動物園の目的は絶滅のおそれのある野生動物や生態系を守り，その安全性を高めていく
こととある。つまり野生動物の保全こそが，動物園の目的と明確に定義されている。その
目的の達成のためには，野生動物の保全に向けた環境教育と種の保存が重要であり，チン
パンジーの生息域外の種の保存と環境教育の実践は，まさに動物園の目的に合致するもの
である。
（１）京都大学との連携によるチンパンジーの群れ飼育のため４頭のチンパンジーを購入
する。
（２）室内展示室の個室を4室増やし，既存の空き部屋をあわせて当面は6頭の飼育が可能
な施設とする。またグラウンドに樹上生活をイメージできる櫓を設置する。
＜成果目標＞
（１）チンパンジー，ゴリラ，オランウータンの飼育展示にその知的財産が活用できる。
（２）遺伝的多様性を保ちながら生息域外の種の保存に大きく寄与する。

126,100 125,500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

源氏物語千年紀事業
「源氏特別演能」（仮
称）
［肉付補正予算計上］

　「源氏物語」が千年紀を迎えるこの機会を捉え，源氏物語を中心とする日本文化の奥深

さ，素晴らしさを広く国内外に発信・アピールするとともに，関西・京都の文化の振興，

観光の振興・発展に資するものとするため，「源氏特別演能」（仮称）を開催する。

　源氏物語をテーマとした能・狂言等の舞台を，通常の能楽堂とは趣を異にする会場を

使って，能にあまり親しみのない方々も含めてより多くの市民・観光客等に関心を持って

もらい，楽しんでもらえるよう工夫しながら，2日間開催する。

＜成果目標＞

　源氏物語やこれに連なる日本の文化を再評価して人々の理解を深め，日本人が自国の文

化への誇りを高める契機とするとともに，素晴らしい日本の文化を次世代に引き継ぎ新た

な文化創造につなげる。

17,300 17,300

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 25 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

「祇園祭」世界無形文
化遺産登録準備事業
［肉付補正予算計上］

　国指定の重要無形民俗文化財である「京都祇園祭の山鉾行事」を，ユネスコの無形文化

遺産保護条約に基づく第1回無形文化遺産の代表一覧に登録されるよう，関係資料を作成

するとともに，登録に向けた市民の機運を盛り上げるために普及啓発活動を行う。

＜成果目標＞

　「祇園祭」の世界無形文化遺産登録の実現。

34,129 29,000 □要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

京都・映画誕生１００
年記念事業
［肉付補正予算計上］

　平成20年が，京都において日本初の本格的な劇映画が撮影・公開されて100年に当たる
ことから，100年の歩みを振り返り，「日本映画発祥の地・京都」を広く国内外に発信す
るため，映画関連団体等と連携し，記念事業や記念碑建立等の様々な取組を推進する。
＜成果目標＞
　映画を育んできた人材や技術を再認識し，活用することで，新しい映画文化と映像文化
の振興を図る。

5,000 5,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

市民活動支援資金融資
事業
［肉付補正予算計上］

　ＮＰＯ法人の活動に対し経済的基盤を強化し，安定した活動を行えるよう，近畿労働金
庫，京都労働者福祉協議会，きょうとＮＰＯセンターとの連携により，ＮＰＯ法人に対す
る低利の融資を実施する。
＜成果目標＞
　ＮＰＯ法人への資金的支援を行う。

100,000 100,000 ■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

次期各区基本計画の策
定に向けた取組
［肉付補正予算計上］

　地域の課題について，地域住民自らが自主的な解決策として地域の様々なまちづくり活

動に取り組んでいくための検討資料とするとともに，現行の計画期間が終了する平成22年

末までに次期各区基本計画を策定するための基礎資料とするため，学区ごとに基礎数値や

情報を収集のうえ，地域課題を把握して議論する「住民円卓会議」等の事業を実施する。

＜成果目標＞

・全区における学区概要書の作成・更新

・全区における複数学区での「住民円卓会議」の開催

50,000 50,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

自治会加入促進等によ
る地域コミュニティの
活性化に向けた条例の
調査・検討
［肉付補正予算計上］

　自治会への加入を促進し，自治組織を中心とする地域のまちづくり活動への参画を推進
することなどを通じて地域コミュニティの活性化を図る条例を，平成21年度を目途に制定
する。平成20年度は，庁内プロジェクトチーム及び地域住民を含めた検討委員会を設置
し，調査・検討を行う。
＜成果目標＞
　自治会への加入を促進し，地域社会の連携を強化する。

1,000 1,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 26 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

　いわゆるニートと呼ばれる若者などを適切な支援機関へ誘導するとともに，社会全体で

支援していくため，登録サポーター制度と若者サポートステーションから成る「地域若者

サポーター制度」を創設する。

（登録サポーター制度）

○個人サポーター

　養成講座を受講した方をサポーターとして登録し，行政機関の事業への協力，ＮＰＯ等

の地域活動への協力，地域での自主的な支援活動などを行う。

○団体サポーター

　日常的に行政と連携した活動や地域での相談会などを通じた支援対象者の掘り起こしを

行う。

○企業サポーター

　職場体験事業の受け入れ，講師の派遣などを行う。

（若者サポートステーション）

　近年の若者の自立の遅れは，若者の自己実現や豊かな人生を妨げるだけでなく，社会の

活力維持にかかわる社会的に大きな問題である。

　現在，（財）京都市ユースサービス協会が平成１８年度から２年間，国のモデル事業と

して「若者サポートステーション事業」の委託を受け，キャリアコンサルタント及び臨床

心理士による専門相談や支援プログラムを組み合わせ，若者の職業的自立支援に取り組ん

でいる。とりわけ，専門相談については，予約待ちができるなど多くの相談が寄せられ，

ニーズが高い状況にあり，事業継続の必要性がある。

　そのため，ニーズの高い臨床心理士を増員するとともに，若者自立支援ネットワーク会

議などを活用しながら，７箇所の青少年活動センターで職業ふれあい事業を実施するな

ど，より多くの若者の職業的自立を支援し，自己成長の実現に繋げていく。

＜成果目標＞

　いわゆるニートと呼ばれる若者などに対し，地域・企業・行政が一体となって，社会全

体で個別・継続的な支援を行うことにより，一人ひとりの状況に応じた職業観を形成し，

若者の自立を促進させる。

地域若者サポーター制
度
［肉付補正予算計上］

□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

14,00018,065

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 27 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

みやこ文化財愛護委
員，文化財マネー
ジャーの育成
［肉付補正予算計上］

　文化財は，国民全体の貴重な共有財産であるだけでなく，それ自体が地域の歴史や文化

と密接に結びついている。したがって，文化財を保護し活用していくことが，京都を創生

していくことにつながっていくものである。

　しかしながら，これまで文化財保護は行政主導で行われており，本市が文化財に指定や

登録をしているもの以外は，必ずしもその価値を十分に認識されないまま，保護されず失

われつつあるものも少なくないと考えられる。

　そこで，これまでの行政主導の文化財保護の取組に加え，地域住民等が率先して地域の

文化財を護り，活用していってもらえるよう，文化財を地域に活かすサポーター活動を行

う「みやこ文化財愛護委員」，専門的な知識を活かし地域文化財の保存・活用活動を行う

「文化財マネージャー」の育成により，文化財保護支援組織を構築する。

＜成果目標＞

　養成講座修了者を「みやこ文化財愛護委員」，「文化財マネージャー」として登録し，

前者はボランティアとして地域の文化財の保存活用等に参画してもらい，後者は行政機関

の文化財調査委託先に位置付けるなどして活用する。

5,000 5,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

子ども舞台芸術鑑賞支
援事業
［肉付補正予算計上］

　文化芸術に興味を持った子どもたちが，劇場において優れた文化芸術の「ほんもの」の

魅力に触れる機会を創出することによって豊かな感性や人間性を育むとともに，その中か

ら文化芸術の次代の担い手が出てくることを目指す。

　高額の鑑賞料金という障壁への対策により，文化芸術をより自主的・積極的に楽しもう

という意欲を引き出し，また，親子で鑑賞することによって感動を共有し，活発なコミュ

ニケーションの機会を生むことを通じて，素晴らしい文化芸術との出会いの体験をより深

く子どもの心に刻むことを目指す。

＜成果目標＞

　子どもたちが，劇場において優れた文化芸術の「ほんもの」の魅力に触れる機会を創出

し，豊かな感性や人間性を育むとともに，文化芸術の次代の担い手を育成する。

4,400 4,400

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 28 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

同和行政終結後の行政
の在り方総点検委員会
の運営
［肉付補正予算計上］

１　目的

　同和行政終結後の行政の在り方について，抜本的な改革を断行するため，広く学識経験

者・　法曹界・経済界・労働界・マスコミ関係者などで構成した委員会を立ち上げ，幅広

い意見を聴取し，より深く透明性の高い議論をいただき，総点検を行う。

２　総点検委員会における検討項目

　　(1）自立促進援助金制度の見直し

 　 (2) コミュニティセンターの在り方

　　(3) 市立浴場等の地区施設の在り方

　　(4) 改良住宅の管理・運営及び建て替えの在り方

　　(5) 崇仁地区における環境改善

　　(6) 市民意識の向上に向けた人権教育・啓発の在り方　など

３　会議開催に当たっては原則公開とする。

＜成果目標＞

  同和行政終結後の行政の在り方について必要な改革・見直しを行う。

6,000 6,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

戸籍事務電算化
［肉付補正予算計上］

　現在手作業で行っている戸籍事務を電算化し，謄本等の作成・交付の迅速化と市内広域
交付による市民サービスの大幅な向上，届出受理から戸籍記載までの事務の効率化等を図
る。
　平成20年度は，戸籍システムと連携する既存の住民基本台帳システムについて，戸籍
データと住基データの相互引用が可能となるようシステム改修を行い，戸籍電算化後の事
務が効率的に運用できるようにする。
＜成果目標＞
　戸籍証明の市内広域交付による市民サービスの向上及び事務の簡素化を図る。

18,113 18,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

左京区総合庁舎整備
（用地買戻し）
［肉付補正予算計上］

　現在，分散立地している区役所区民部及び福祉部と，保健部（保健所）の各庁舎を統合

した総合庁舎として，平成21年度の工事着工を目指して整備する。平成20年度は京都市土

地開発公社により先行取得を行った庁舎整備用地を買戻す。

＜成果目標＞

　ＤＢＭ手法により，平成21年度の工事着工を目指して整備する。

1,704,077 1,704,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 29 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

北部山間地域の子育て
支援
～広げよう！やまの子
育ての輪～
＜左京区役所＞
［肉付補正予算計上］

　保健所や医療機関が間近にない北部山間地域において，乳幼児を対象とした身体測定，

健康相談を行う「やまの子育て一日保健所健康相談会（仮称）」を実施する。また，乳幼

児の保護者のための情報交換会や，地域の高齢者と子ども，保護者による交流会を開催す

る。あわせてホームページ等により北部山間地域における子育ての魅力を広く発信する。

＜成果目標＞

　豊かな自然の恵みや地域に根ざした伝統文化などとのふれあいを大切にする北部山間地

域の特性を生かし，安心して子育てができる環境づくりを進める。

1,000 1,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

大岩街道周辺地域の良
好な環境づくりの推進
＜伏見区役所＞
［肉付補正予算計上］

　大岩街道周辺地域では，昭和４０年代から違法開発や野外焼却が行われ，とりわけ昭和
５０年代には，野外焼却等による日常的な煙，悪臭，粉塵などの発生により，地域住民に
直接的な被害が及ぼされていたが，これまで，京都市では，府警と協力し違法行為者への
強力な指導，現地監視などを行ってきた結果，大規模な野外焼却については解消し，残る
課題は当該地域の環境改善である。
　現在，京都市では，大岩街道周辺地域のまちづくりに関して，平成１８年３月に「大岩
街道周辺地域の良好な環境づくりの指針」を策定し，①指針の説明によるまちづくりの機
運づくり，②指針に基づく，具体的なまちづくりの条件を示す「まちづくりの方針」策
定，③まちづくりの支援や公共施設整備と，以上の３段階を経て取組みを進めることとし
ている。
　深草支所においては，平成２０年度には，まちづくりに関する具体的な条件を示す「ま
ちづくりの方針」をパブリックコメントの実施を経て策定するとともに，当該地域におけ
るまちづくりの機運づくりに取り組む。併せて，大岩街道周辺地域を含めた稲荷山周辺に
散在する由緒ある名所・旧跡などのポイントを盛り込んだ散策路「深草トレイル（仮
称）」を地域住民等とのパートナーシップにより整備し，深草の魅力の発信と，歩いて楽
しいまちづくりを推進する。
＜成果目標＞
１．「まちづくりの方針」の策定と近隣住民とのパートナーシップにより進める「深草ト
レイル（仮称）」の整備による，大岩街道周辺地域のまちづくりの更なる機運づくりと体
制整備。
２．深草トレイル（仮称）の整備により，地元の魅力の再認識，地域への愛着心の高揚及
び不法投棄の抑制。
３．深草トレイル（仮称）のＰＲにより，多くの人を深草・稲荷地域に呼び込むことによ
る，まちの賑わい創出。

6,500 6,500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 30 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

源氏物語千年紀事業
「源氏物語の夕べｉｎ
勧修寺（仮称）」
＜山科区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　平成20年度は，源氏物語の存在が記録上確認されてから一千年を迎えるという記念すべ

き年である。これまであまり知られていなかった山科と源氏物語のつながりや山科の歴史

について，区民自らが再認識するとともに対外的に伝えていく取組として，紫式部にゆか

りのある門跡寺院「勧修寺」を中心として講演会などの記念事業を行う。

　特に事業の実施に当たっては，平成１８年度に設立された山科区の観光振興組織である

「おこしやす“やましな”協議会」との連携・協力の下行うこととし，同協議会を通じて

観光資源としての山科の魅力を広く発信する。

＜成果目標＞

　観光資源としての山科の魅力を広く発信し，今後の観光振興につなげていく。

2,000 1,200

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

源氏物語千年紀事業
「源融が結ぶ塩竈の縁
（ゆかり）～下京区
130周年を記念して
～」
＜下京区役所＞
［肉付補正予算計上］

　下京区は，源氏物語の主人公である光源氏の実在のモデルと言われている左大臣源融

が，陸奥国塩竈の浦の風景を模して作庭した河原院があった地であることから，源融や河

原院を通じて下京区とゆかりの深い宮城県塩竈市とタイアップをして，講演会や関連イベ

ントを中心とした源氏物語千年紀記念事業を実施する。

＜成果目標＞

　下京区の魅力を区内外へ発信し，併せて下京区１３０周年記念事業のスタートを飾るこ

とで，下京区に住む新しい住民にも自分のまちの魅力を感じてもらい，これらの住民が次

代のコミュニティの担い手となるきっかけにしていく。

1,200 1,200

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 31 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

東山わがまち「地域資
源」マップ（仮称）の
作成
＜東山区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞
　東山区民は，学区単位の様々な団体の取組に見られるように，これまでから自立性の高
い市民文化を育み，住民自治の伝統を大切に守ってきている。
　こうした地域の力を 大限に発揮し，市民にとって「住んでよし」，来訪客にとって
「訪れてよし」のまちづくりを推進していくための取組として，進んだ文物，制度，文化
の精粋，美しい風景，豊かで生き生きとした人々の暮らしといった区民の貴重な財産であ
る「地域資源」を区民自らが発掘するとともに,再認識し,まちをこよなく愛し,大切にす
るよう区民参加のマップを作成する。平成２０年度には，区民主体で地域に持つ様々な魅
力あふれる優れたもの＝「地域資源」の発掘を行い，平成２１年度には，「地域資源マッ
プ」を作成してその情報発信を行う。
＜成果目標＞
　「地域資源」の発信を行うことにより，観光振興，経済の活性化はもとより，区民主体
のまちづくりの更なる推進を図る。

3,500 1,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

未来へつなぐ「山科区
民文化財」の選定
＜山科区役所＞
［肉付補正予算計上］

  山科区では，区民や大学の協力による，区内の魅力ポイントを歩くコースを紹介した

マップの発行や，山科の歴史を振り返った記念誌の発行等，数々の事業をすべて区民参加

で企画，実施してきた。

　これらの取組により培われた区民の自主的な活動力と区民ならではの情報力を生かし，

区民が親しみ，誇りとする山科の魅力を歴史，自然，文化，伝統，産業等の分野ごとに

「山科区民文化財」（仮称）として選定し，未来に引き継いでいくこととする。この「山

科区民文化財」は，新旧，有形，無形を問わず，幅広く区民から募集するものとし，ま

た，既存の事物に限らず，新しい魅力や埋もれた魅力の発掘にも取り組む。

　平成20年度は，「山科区民文化財委員会」を設置し，区民文化財候補の募集，決定され

た区民文化財の解説リーフレットの作成を行う。

　平成21年度は，解説リーフレットの発行及び共通の案内板を設置する。

　平成22年度も引き続き共通の案内板を設置するとともに，広く周知することを目的とし

てスタンプラリー（クイズラリー，キーワードラリー）を実施する。

＜成果目標＞

　区民の自主的な活動力を生かして選定した「山科区民文化財」を，山科の魅力として未

来に引き継ぎ，区民や観光者により深く味わってもらい，理解してもらう。

1,000 1,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 32 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

右京から発信！北部山
間集落の活性化モデル
事業　～柚子の里・水
尾 わくわく活性化事
業～
＜右京区役所＞
［肉付補正予算計上］

 右京区では,まちづくりの重要課題として右京区北部に広がる山間地域,京北･水尾･宕陰

地域の均衡ある発展を掲げており,とりわけ,水尾地域は人口141人（内65歳以上の人口98

人）・世帯数34戸で,超高齢化が進んでいると同時に,14歳以下人口及び30歳～44歳人口が

0人となっている。このように少子高齢化・過疎化により「限界集落」の危機にある地元

住民からは,地域の存続を危ぶむ声が上がっており,併せて「わが村・水尾の活性化」の支

援策を長年熱望されている。右京区役所と水尾地域住民とのパートナーシップの下,柚子

搾り体験等の地域振興トライアル事業や散策型観光ルートの整備事業を京都市北部山間集

落活性化モデル事業として実施し,「限界集落」の危機にある水尾地域の再生・活性化を

図る。

＜成果目標＞

　地域資源を活用したトライアル事業等により水尾地域の再生と活性化を図り，更には水

尾地域の住民と都市住民とが相互の需要を共有することで当該地域への定住者を誘導させ

る。

2,700 2,700

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

京都南部広域観光ネッ
トワーク事業
＜伏見区役所＞
［肉付補正予算計上］

　伏見区の観光振興策「WE LOVE FUSHIMI 観光支援事業」により，区内５つの団体の参画

のもと，京都伏見観光連携協議会が発足した。

　これを機に，観光振興の更なる発信策として，伏見区と周辺都市（宇治市，八幡市，久

御山町，長岡京市，向日市，大山崎町など）との広域連携を働きかけ，伏見区を中心とし

た京都南部地域のネットワークを構築することにより，域内に点在する観光，文化，歴史

の各名所を結ぶ新たな観光ルートの企画，開発，また，名所旧跡を撮影したDVDの作成，

ロケ地の誘致など積極的な事業展開を図る。

＜成果目標＞

　京都南部地域の観光振興に関する広域連携を実現し，伏見区と周辺都市との情報の共有

化，資源の有効活用を図ることにより，域内の活性化を図り，伏見区の更なる観光振興，

まちの活性化へとつなげる。

2,000 2,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 33 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

自治・自立・協働の地
域活動支援～新たな住
民自治を目指して～
＜中京区役所＞
［肉付補正予算計上］

　少子長寿化が進行する中，京都市の人口増加率も横ばいで推移しているが，中京区にお

いては，人口増加率が7.5%（平成17年と12年の比較）という高い数値が示すように，他の

行政区とは異なった特徴として，マンション住民を中心とした新住民が急激に増加してい

る。その一方で，新住民と従来の自治会等の交流が円滑に進んでいないという状況が見ら

れる。地域活動が活性化し，地域力を維持，向上していくことは，住民自らが主人公とな

る住民自治を実現していくうえで欠かせないことであり，本来の地域力を引き出すには，

新住民が主体的，積極的に地域活動に参加する土壌を形成することが必要である。

　そのために区役所として，景観まちづくりセンターとも連携し，自治会等において様々

な地域活動を担う関係者同士が，直接課題について話し合う情報交換の場を提供し，地域

での活動事例集の作成等，地域活動を活性化するための支援に取り組む。

　

＜成果目標＞

　「京都の 大の社会資本である地域コミュニティ」を維持，活性化させ，「京都の都市

格と存在感を高める新しい住民自治」の実現を図る。

600 500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

南区歩くまちの探訪事
業
＜南区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　南区の魅力を再発見する史跡・伝統芸能等について区民から意見を聴取し，その成果を

元にまとめた「ガイドマップ」を作成する。ガイドマップは，既存のウォーキングマップ

で紹介した史跡に，区民との協議を通じて新たな見所や解説を加えて編集・配布し，それ

を基にまち歩きを実施する。また，南区は，４０歳から６４歳に占める肥満者割合が高

く，メタボリックシンドロームのリスクを持った方が非常に多い状況であり，まち歩きの

際には健康づくりの点に留意して実施する。

＜成果目標＞

　区民との協同事業でガイドマップを作成し，地域への愛着を深めるとともにまち歩きの

実施により健康づくりの機会を提供する。

1,800 1,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 34 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

西京ウォーキングマッ
プ～地域の魅力再発見
～の作成
＜西京区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞
　西京区基本計画では，基本テーマとして「あらゆる区民が自ら考え，行動し，それぞれ
の役割を果たす中でまちづくりが進む」未来を育むひとづくりのまちを掲げている。その
実現にを目指し，区民自らが地域の身近な良さや魅力を再発見するとともに，区民や観光
客にも紹介することを目的とし，「歩いて楽しいまち　西京区」の構築に向けたウォーキ
ングマップを作成する。
　作成に当たっては，地域からの情報，アイデア等の提供が不可欠であり，それらを生か
していく必要があるため，区民参加の下で取組を進める。

＜成果目標＞
　区民に地域の魅力を再発見してもらうとともに，区内外に身近で親しみやすい地域の魅
力を発信する。

3,000 1,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 35 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

京都駅周辺の消防救急
体制の整備（塩小路消
防出張所（仮称）の新
設）
[肉付補正予算計上]

　下京消防署の移転に伴い，商業施設や文化財が集積する京都駅付近の消防力を確保する
必要があるため，老朽狭隘化が著しい五条消防出張所の移転整備を行う。

＜成果目標＞
京都駅前付近の消防救急体制の確保

39,000 39,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

大原地域の救急救命体
制の充実（大原消防出
張所の移転整備）
[肉付補正予算計上]

　老朽狭隘化が著しい現在の庁舎では，高規格救急車を配置できないため，大原消防出張
所の移転整備を行う。

＜成果目標＞
大原消防出張所の救急出動体制の確保

54,000 54,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

文化財とその周辺を守
る防災水利整備
[肉付補正予算計上]

　平成18年度の「文化財とその周辺を守る防災水利モデル整備」を踏まえ，22年度までの
全体計画を確定する。具体的には，配水管網，消防隊用消火栓及び市民用消火栓等の整備
範囲を拡充するとともに，さらなる水源の確保対策として耐震型防火水槽，送水ポンプの
整備を行う。また，延焼危険の高い法観寺付近に，当該水利を活用した放水装置を新たに
設置する。
　20年度は，配水管敷設工事，消火栓設置工事等を実施する。
＜成果目標＞
平時はもとより，大地震時の大火においても，貴重な文化遺産と風情ある京都の町並みを
火災から守る。

83,000 83,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

（単位：千円）

査　定　結　果消　防　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 36 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

地上デジタル放送地理
的難視聴地域における
調査
［肉付補正予算計上］

　地上デジタル放送への移行に当たり，北部山間地域（花背峠以北及び京北地域）をはじ

めとする地理的難視聴地域においては，テレビを視聴するために大規模な共聴施設の改修

を行うなど，多額の経費を伴う対策を講じる必要があるため，本市トータルとして，効率

的・経済的な対策方法について，専門的・技術的な調査を実施する。

＜成果目標＞

　地理的難視聴地域における地上デジタル放送視聴のための 適な対応策の調査

3,000 3,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯ
ＴＯ？」プロジェクト
［肉付補正予算計上］

　今や世界では，「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？」が「環境にいいことしていますか。」と

いう意味で使われ，まさに「京都議定書」誕生の都市である京都の地球温暖化防止に向け

た取組は，世界から大きな注目を浴びている。そこで，京都議定書が発効した２月１６日

を記念し，毎月１６日を「環境にいいことをする日」と定め，京都全域で市民・事業者ぐ

るみで環境にいい取組を実践する「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？」プロジェクトを展開し，

国内外にアピールする。

＜成果目標＞

　市民，事業者，行政が各々の責任を果たしながら，京都議定書誕生のまちに生きる誇り

を共有し，自主的に地球温暖化防止の取組を進めることにより，「環境共生型都市・京

都」を築く。

10,000 5,000

□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

環境家計簿推進事業
［肉付補正予算計上］

　温室効果ガス排出量が増加傾向にある民生・家庭部門対策として，家庭における消費エ

ネルギーの削減及び環境意識を高揚させることを目的とした環境家計簿の大幅な普及を図

る。

＜成果目標＞

　環境家計簿取組家庭　５万世帯（平成２３年度まで）

10,000 7,000 □要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

くらしの匠と進める
「エコライフ・コミュ
ニティづくり」事業
［肉付補正予算計上］

　民生・家庭部門における対策として，区役所と連携して，省エネ・省資源の普及に資す

る支援業務を多角的に行う「エコサポートチーム（くらしの匠）」を配置し，地域ぐるみ

で温室効果ガス排出削減につながる活動に取り組み，地域ごとの特性を生かした多彩な

「エコライフ・コミュニティ」を構築する。

＜成果目標＞

　家庭から排出されるＣＯ２排出量を削減する。

8,000 8,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 37 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

中小事業者省エネ総合
サポート事業（仮称）
［肉付補正予算計上］

　本市では，家庭部門及び業務部門からの温室効果ガス排出量の増加が顕著であり，なか

でも中小事業者において対策が遅れていることから，エネルギー使用の合理化を進めるた

め，省エネの取組を始めようとする中小規模の事業者を対象に，省エネに関する相談か

ら，省エネ診断・設備導入費用の補助と一貫した省エネサポート事業を新たに展開すると

ともに，その効果の確認を継続的に行うことにより，温室効果ガス排出量の削減を推進す

る。

＜成果目標＞

　省エネ設備に更新する中小事業者のモデルケースを増やすことにより，同業種や同じ地

域の事業者への成果の浸透を図り，省エネに取り組む中小事業者を増加させる。

9,000 9,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

持続可能な社会を描く
「脱温暖化・京都ビ
ジョン２０３０」（仮
称）策定事業
［肉付補正予算計上］

　平成19年2月に気候変動に関する世界市長・首長協議会において発表した「京都気候変

動防止宣言」では，2050年までに温室効果ガス排出量を1990年レベルから80％削減するこ

とを目標として掲げている。この2050年に至る中間年に当たる2030年を目標として，持続

可能な社会像を描き，その実現を目指して取り組むべき方策を明らかにした「脱温暖化・

京都ビジョン２０３０」（仮称）を，市民，事業者，環境保全活動団体などとともに検討

し，策定する。

＜成果目標＞

　・京都市地球温暖化対策条例及び計画に定めのない２０１０年以降の中長期的な未

　　来について，本市が目指すべき方向性，ビジョンを示す。

　・近い将来に実現させることが望ましい目標や取組については，温暖化対策計画等

　　に盛り込み，いち早く具体化する。

14,000 14,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

北部地域特定環境保全
公共下水道整備
［当初予算計上］

  京都市北部地域における，住民の健康で快適な生活の確保と，下流域及び観光地におけ

る水環境の保全を図るため，大原，静原，鞍馬及び高雄の４地区で特定環境保全公共下水

道の整備を行うこととし，特定環境保全公共下水道特別会計に対して整備費用の一部を一

般会計から繰り出す。

＜成果目標＞

　住民の健康で快適な生活の確保と，観光地及び下流域における水環境の保全

119,000 75,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 38 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

京都創生海外発信プロ
ジェクト
［肉付補正予算計上］

　京都創生については，これまで，国・国民に対する取組，市民の自主的な活動を促進す

る取組，市の取組の３つを柱として取り組んできたが，国に国家戦略として京都を活用し

た国際社会への発信を求めていくためには，京都市としても，京都創生の取組を世界規模

で展開していく必要がある。そこで，平成２０年度は，京都市及び京都創生のＰＲのため

の取組や効果的な国際広報を行うための拠点，ネットワークづくりなど情報発信の手法，

必要な海外戦略ツールの作成等について調査研究を行う。

　また，マニフェストに掲げられている，海外（ニューヨーク市）における京町家シンポ

ジウムをジャパンソサエティ，総領事館等の協力を得て開催し，京町家の保全・再生の重

要性など京都創生の取組や京都の魅力についてトップセールスすることにより，海外から

のファンド資金導入等，より実質的な支援の実現につなげていく。

　併せて，来年に姉妹都市提携５０周年を迎えるボストン市においても，上記事業の開催

に合わせて日本文化等を紹介している団体等の協力を得て，５０周年事業のプレイベント

として位置付け，歴史・文化など京都の魅力を発信する事業を展開する。

＜成果目標＞

　・京都創生の国際的な発信力の強化に向けた第一歩の構築

　・海外からの資金調達の実現に向けた，海外の団体等との連携事業の実施

　・海外の団体等との連携事業を通じた拠点・ネットワークづくり

12,000 11,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

水垂スポーツ拠点施設
整備事業
［肉付補正予算計上］

　水垂埋立処分地跡地におけるスポーツ拠点施設の整備に向け，測量を行うとともに，平

成１９年度に策定する整備基本計画を踏まえ，事業実施に向けて，技術的及び経済的な見

地から設計の方針を明らかにし，運動施設や植栽，進入路などの配置，形状等について概

略の設計を行う基本設計等を実施する。

＜成果目標＞

　測量及び基本設計等

32,000 32,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 39 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

源氏物語千年紀事業
（共同事業）
［肉付補正予算計上］

　平成２０年に源氏物語が記録に現れた年から一千年を迎える機会をとらえて，日本文化

の奥深さ，すばらしさを広く国内外に発信するため，京都市，京都府，京都商工会議所，

宇治市が中心となって，源氏物語千年紀委員会を設立し，さまざまな記念事業を実施して

いる。本番年となる平成２０年度は，記念式典や源氏物語国際フォーラム等の各種事業を

委員会が実施するため，必要となる事業費の一部を分担する。

＜成果目標＞

　・源氏物語千年紀事業の成功

　・源氏物語を通じた日本文化，京都の魅力の国内外への発信及び経済の活性化

100,000 100,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

２００８年サミット外
相会合京都開催支援事
業
［当初予算計上］

平成２０年６月２６日（木），２７日（金）に，京都において開催される２００８年サ
ミット外相会合の成功に向け，京都を挙げて支援及び協力を行うとともにこの機会をとら
えて京都の魅力を世界に発信する。
＜成果目標＞

市民の協力を得て，優れた自然景観や歴史，文化，環境への先進的な取組事例など京都
の多彩な魅力を国内外に広く発信する。

32,500 25,000
□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

「市民共汗サポー
ター」制度の創設
［肉付補正予算計上］

　「市民共汗サポーター」制度の構築にあたり，各行政分野において既に実施されている

ボランティアと行政の協働による公的サービスの実施状況を把握するための調査を行い，

これらの事業を取り込んだ本市の行政全体にまたがる制度設計を検討する。

＜成果目標＞

　「市民共汗サポーター」制度の創設

5,000 5,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

「未来まちづくり
１００人委員会」の創
設
［肉付補正予算計上］

　市民と京都市が，素晴らしい未来の京都を築くために，「信頼・規範・ネットワーク

（温もり・育み・助け合い）」を基礎として，適切な責任と役割のもと，共に汗する仕組

みの中核的組織として，「未来まちづくり１００人委員会」を創設する。

＜成果目標＞

　「未来まちづくり１００人委員会」の創設

15,000 15,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 40 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

「 先端研究知シンク
タンク」の設置
［肉付補正予算計上］

　 先端の研究知を市政に生かすため，新進気鋭の研究者からなるシンクタンクの設置に

向け，研究機能や体制などシンクタンクの在り方について，調査研究を行う。

＜成果目標＞

　「 先端研究知シンクタンク」の設置に向けた在り方の取りまとめ

3,000 2,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

市民と共に進める開か
れた市政を推進するた
めの広報機能の強化
［肉付補正予算計上］

  市民と共に進める開かれた市政を推進するためには，市民にとって分かりやすく，興味

を持っていただける方法で市政情報を発信するとともに，市民の市政への参加を促す必要

があることから，広報機能を強化する。

　具体的には，市民しんぶんの増ページ，民間情報誌を活用した戦略的広報，よりわかり

やすい情報発信のための動画配信機能の強化，ケーブルテレビでのテレビ広報に取り組

む。

＜成果目標＞

　・広報媒体の多様化により，より多くの市民に市政情報を発信する。

　・分かりやすく，興味を引く広報により，市政への理解の更なる向上を図る。

　・市長の動きの動画発信により，市民に市政をより身近に感じてもらい，開かれた

　　市政を推進する。

34,000 23,200

□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

次期基本計画の策定に
向けた取組等
［肉付補正予算計上］

　平成２３年以降の市政運営の基本となる次期基本計画の円滑な策定に向けて，策定準備

に着手する。具体的には，平成２０年度は，調査研究及び市民意見聴取を行う。

　また，現行の京都市基本計画の実施計画である第２次推進プランが策定後４年を経過し

相当の進ちょくが図れたこと，そして「未来まちづくりマニフェスト」を実現する必要が

あることから，平成２０年度から平成２３年度までの４年間を計画期間とする「新たな年

次計画」の策定に取り組む。

＜成果目標＞

　・次期基本計画の策定に必要な調査研究及び市民意見の聴取

　・「新たな年次計画」の策定

25,000 25,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 41 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

市庁舎整備基本計画
（案）の策定調査
［肉付補正予算計上］

　老朽化・狭隘化が進んでいることに加え，耐震，省エネ対策やバリアフリーへの対応な

どの課題を抱えている市庁舎について，外部有識者の参画を得て，整備基本計画（案）の

策定に向けた調査を実施する。

＜成果目標＞

　市政推進の中枢，大規模災害時の拠点施設としての機能確保を図る。

13,000 13,000
■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

パリ市における相國
寺・金閣・銀閣名宝展
の開催
［肉付補正予算計上］

　京都市，パリ市等の共催により，パリ市立プチパレ美術館において，日本の伝統文化の

源流を形成する京都の北山・東山文化を代表する相國寺，金閣寺及び銀閣寺が所蔵してい

る重要文化財等の美術品約100点の展示を行うほか，金閣寺大書院一之間西側床の間『葡

萄小禽図』の立体展示，金閣寺内部の３Ｄ映像上映等を実施する。

＜成果目標＞

　パリ市との友情盟約締結50周年及びフランスとの日仏修好通商条約締結150周年を記念

する事業を実施することにより，本市とパリ市との友好を一層深めるとともに，歴史都

市・京都の魅力を海外へ発信する。

12,700 12,700

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

芸術大学情報化推進～
学生支援の充実と人材
バンクの構築～
［肉付補正予算計上］

　現在，紙文書を基本として担当職員が個々に手作業で管理，登録を行っている市立芸術

大学における履修登録や成績管理，進路等の学生情報について，一元化した管理が可能と

なる情報システムを開発・導入する。

　また，本システムを活用し，在学生及び卒業生で構成される人材バンクを構築する。

＜成果目標＞

　京都の芸術文化の継承，発展を担う学生に対する，より一層の教育環境整備，履修相談

等のサービス向上を図る。

　また，人材バンクを活用し，市民からの依頼に基づき美術及び音楽の講師やアドバイ

ザーを紹介する等，市民の芸術に触れる機会をサポートすることにより，「芸術創造都

市・京都」の創生推進を図る。

5,800 5,800

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

（単位：千円）

査　定　結　果総　務　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 42 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

（単位：千円）

査　定　結　果総　務　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

全庁“きょうかん”実
践運動（仮称）
［肉付補正予算計上］

　全職場で，職員全員が個々の仕事を常に評価することなどにより，市民の目線で市役所

の仕事を点検するとともに，市民による評価や市民応対力向上に関するアドバイザーの助

言・指導も加え，全庁で改善を進める「全庁“きょうかん”実践運動」に取り組む。

＜成果目標＞

　これまで以上に市民の感覚，目線が入るような仕組みを積極的に取り入れ,職員が，自

律的に業務等の改善に取り組む職場風土を構築するとともに，より高品質で満足度の高い

サービスの提供を図る。

5,000 5,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

新たな人事管理システ
ムの構築
［肉付補正予算計上］

　先進的な人事管理システムを導入している民間企業を参考に，職員研修や職員表彰など

人事管理のあり方について，市民や有識者が参加した委員会において検討を行い，その検

討結果を盛り込んだ新たな人材育成方針を策定する。

＜成果目標＞

　常に市民の目線に立って業務に取り組み，市民から信頼される人材を育成することが可

能な仕組みを構築する。

7,000 3,000
□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

市政改革と財政運営に
係る次期プランの策定
［肉付補正予算計上］

　今後一層厳しさを増す財政状況の下，市民一人一人が誇りを持って満足度の高い生活を
送ることができる未来の京都づくりに向け，更なる行財政改革に取り組む必要があるた
め，新たなプランを策定する。策定に当たっては，積極的に市民意見を募集するととも
に，学識経験者，企業経営者等で構成する「京都市市政改革懇談会」からの意見聴取を行
うなど，これまで以上に市民をはじめとした外部の意見を採り入れ，プランづくりを進め
る。
＜成果目標＞
　新たなプランを策定することにより，持続可能な行財政運営を確立するとともに，市民
の皆様に改革の成果を実感していただける，市民の目線に立った市政改革を進める。

4,000 4,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

総務事務の効率化
［肉付補正予算計上］

　人事・給与，旅費，福利厚生，財務会計関係など市民サービスに直結しない内部管理事

務，いわゆる「総務事務」について，民間活力，ＩＴ等を活用した抜本的な業務改革によ

る簡素化，効率化を図る。

＜成果目標＞

　効率化により生み出される財源及び人的資源を直接市民サービスに充て，市政運営にお

ける内部執行体制のスリム化及び市民サービスの向上を図る。

369,000 369,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。- 43 -



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

【職員採用試験の改
革】
採用試験面接官への
民間人登用
［肉付補正予算計
上］

　民間企業等の人事担当経験者等の登用により，民間の採用のノウハウを生かして多様な

人材確保を図るとともに，市民の視線からの選考を実施し，職員採用にあたっての透明度

と信頼度を更に高める。

＜成果目標＞

　「市民志向」「成果志向」の行政運営を行うための，専門性や経営コスト感覚を持った

人材を確保する。

500 500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

【職員採用試験の改
革】
新試験枠の創設（青
年海外協力隊経験
者，大学院生枠）
［肉付補正予算計
上］

　幅広い分野における多様な経験等を通じて，公務に有用な資質等を有する人材を確保す

るため，青年海外協力隊経験者や大学院生を対象とした新たな試験枠を設定する。

＜成果目標＞

　既に実施している経験者採用と同様，専門性を有する特定の人材の確保，組織の活性化

を図るとともに，一層幅広い分野で人柄，経験，実績を評価する試験を実施することで，

市役所改革のリーダーとなる職員を採用する。

2,000 1,500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

人　事　委　員　会　事　務　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。 - 44 -
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平成20年度予算における政策重点化枠予算要求の内容と査定結果【予算措置を見送ったもの】

(単位：千円）

事　業　概　要 要求額

地域福祉推進事業 　地域福祉の向上を図るための住民主体の先進的な取組を支援する「京（みやこ）・地域
福祉パイロット事業」について，規模を充実して実施する。
＜成果目標＞
補助対象の事業規模を拡充することによる，より多様な地域福祉推進事業の推進

5,000 □公民等役割分担の検討
□既存施策との整合性検討
■事業内容・実施手法の検討
□後年度財政負担の検討

ひとり親家庭対策の拡
充

（１）ひとり親家庭生活支援事業の拡充
　母子福祉センターの移転（平成20年12月予定）及び児童扶養手当の減額（平成20年4
月）を踏まえ，母子家庭の自立支援策として，これまで行ってきたひとり親家庭生活支援
事業に加え，新たに生活支援講習会及び健康支援事業を行う。
（２）養育費相談・支援事業
　平成20年度から母子家庭等就業・自立センター（母子福祉センター米岡荘内）に養育費
専門相談員を配置し，連続的かつ継続的な相談体制を整備することによって母子家庭世帯
（離婚前の世帯も含む）の生活安定と自立助長を図る。また，休日でも相談可能な窓口を
設置する。
（３）就労に向けたパソコン講習会
　母子福祉センターの移転（平成20年12月予定）及び児童扶養手当の減額（平成20年4
月）を踏まえ，母子家庭等世帯の自立支援策として，これまで母子福祉センターで行って
きたパソコン講習の充実を図る。
＜成果目標＞
ひとり親家庭における一層の生活の安定と自立の助長

4,105

□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

学童クラブの分割推進
事業

　大規模な学童クラブの児童処遇環境を充実するため，分室の設置による学童クラブの分

割を推進する。

＜成果目標＞

　より良質な学童クラブ事業の提供

12,000 □公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

児童福祉施設対策補助 　障害者自立支援法の施行に伴い，事務の煩雑化や報酬の日払い化により事業所の運営が

厳しくなる一方で，発達障害の概念の定着により，障害児施設等の療育登録者数や待機者

数が増えているため事業者への負担が急増している。このような背景において今後も療育

の質を維持，向上させるため障害児施設等の運営の安定を図る。

＜成果目標＞

発達障害をもつ児童の療育の待機解消及び障害児施設等の安定した施設サービスの提供

25,445 □公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

検 討 が 必 要 な 事 項
保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 45 -



事　業　概　要 要求額

バイオマス利活用基本
計画（仮称）の策定

　廃棄物として排出される生ごみや紙類，森林から出る間伐材などのバイオマスは化石燃

料である石油や石炭の代替エネルギーとして注目されている。本市では全国でも先進的な

取組として，廃食用油燃料化事業や生ごみからのバイオガス化技術実証研究を行い，温暖

化防止につながる大きな成果をあげてきた。こうした研究の成果や基礎調査を踏まえ，市

域のバイオマス利活用について，短期・中長期的な観点で，具体的な方向性を示した「バ

イオマス利活用基本計画（仮称）」を策定する。

＜成果目標＞

　京都市域にふさわしいバイオマス利活用の具体化を図ることにより，資源の有効利用促

進と温室効果ガス排出量を削減する。また，京都議定書誕生の地として，バイオマス利活

用による脱温暖化社会構築に向けた先導的モデルを示す。

15,000

□公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

□事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

環　境　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名
検 討 が 必 要 な 事 項

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 46 -



事　業　概　要 要求額

高度機器活用人材育成
事業（京都ナノテクマ
イスター育成プログラ
ム）

　知的クラスター創成事業で購入した 先端の分析・評価に関する高度機器を活用し，地

域の中小・ベンチャー企業を対象に技術講習会の開催や機器の開放を行い，中小・ベン

チャー企業の技術力の底上げを図る。

＜成果目標＞

　京都地域の技術開発水準を向上させることにより，ナノテクノロジーを核とした京都・

地域クラスターの形成を図り，新産業・新事業の創出を目指す。

10,000
□公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

□事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

知恵産業推進事業（仮
称）「京もの・リ・ブ
ランディングプロジェ
クト」

　京都市，みやこめっせ等で構成する「京もののある暮らし協議会（仮称）」を設立す

る。有名デザイナー等とのコラボレーションによる新商品開発を行うとともに，有名

ショッピングビル（東京ミッドタウン，新丸ビル，表参道ヒルズなど）やセレクトショッ

プでの販売を行い，従来の伝統産業製品の購買層以外の新たな消費者を開拓する。

＜成果目標＞

市場規模の拡大と，新たな消費者の開拓が期待できる。

35,000

■公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

フィルムツーリズム推
進事業～京のロケ地を
めぐる～

　ロケ地情報をデータベース化した検索システムを構築するとともに，ロケ地のガイド

ブック，マップの作成・配布を行い，「日本映画発祥の地」京都のロケ地情報を国内外へ

発信することにより，映画をテーマとした観光客の誘致を推進する。

　また，京都駅等にロケ地情報の案内拠点を設置するとともに，ロケ地となった寺院等に

も案内板を設置し，ロケ地めぐりを行う観光客の受入整備を図り，歩いて楽しいロケ地め

ぐりを演出する。

＜成果目標＞

  京都の魅力を新たな切り口で発信することで，若者から高齢者まで，ロケ地めぐり観光

の需要を掘り起こす。

40,000

■公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名
検 討 が 必 要 な 事 項

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 47 -



事　業　概　要 要求額

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名
検 討 が 必 要 な 事 項

京都観光ボランティア
制度・おもてなしプロ
ジェクトの創設

　観光ボランティア活動に意欲のある人からの申請に基づき登録し，バンクを創設する。
その際，資格（京都検定，各国の外国語資格等），得意分野，希望する活動内容等の情報
を本人から収集のもとデータベース化し，京都市及び公的団体等からの派遣要請に基づ
き，京都の観光振興に寄与するイベント等にボランティアを派遣する。
　さらに，市民，登録ボランティア，既存の観光ボランティアグループが一堂に会する
「京都観光ボランティア会議」を開催し，それぞれの取組内容について情報交換を行うと
ともに，今後の活動に役立ててもらう。

＜成果目標＞
登録人数３００人　活動延日数　６００日

12,000

□公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

コンベンション戦略の
推進（５年間集中実
施）

　京都の都市ブランドを高め，京都経済の活性化を図るため，国際会議等コンベンション
を振興させる必要がある。そのため，従来からの誘致活動に加え，京都市におけるコンベ
ンション振興戦略を策定した上で，この戦略に基づき海外コンベンション博への出展や国
内外へのセールス強化，受入マニュアル等の整備，事務局体制を強化するなど，インセン
ティブを含むコンベンション振興を図る。

＜成果目標＞

  平成23年までにUAI（国際団体連合）基準を満たす会議開催件数を平成17年の５０％増

を目指す。

＊平成17年：１９件→平成23年：２９件

20,000

■公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 48 -



事　業　概　要 要求額

歴史的自然景観創生事
業

市街地を取り巻く三方の山並みは京都の重要な景観要素であるが，里山としての利活用
がなされない状態が継続する中，林相の単純化，生物多様性の喪失，土砂災害の危険性，
病害虫の被害などの症状が進んでいる。このため，三方の山々について20年度及び21年度
に現況調査等を実施し，22年度にマネジメントの仕組みを明確にした基本構想を策定す
る。
＜成果目標＞
　歴史都市・京都にふさわしい歴史的自然景観の創生

5,000 □公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

□事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

【市営住宅建設等】
養正新2棟（仮称）基
本計画

改良住宅等改善事業施行中の養正地区における，新2棟の基本計画策定を行うものであ
る。22年度での工事着手，23年度の竣工を予定している。
＜成果目標＞

老朽化した市営住宅の建替えに合わせて，耐震対策，景観への配慮，バリアフリー化等
をもって，美しさと品格を備えた，すべての人が健やかに暮らせる安心安全と福祉のまち
づくりを目指す。

6,664 □公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

【市営住宅建設等】
壬生 上花田新棟基本
計画

改良住宅等改善事業の実施を計画する壬生地区における，上花田新棟の基本計画策定を
行うものである。22年度での工事着手，23年度の竣工を予定している。
＜成果目標＞

老朽化した市営住宅の建替えに合わせて，耐震対策，景観への配慮，バリアフリー化等
をもって，美しさと品格を備えた，すべての人が健やかに暮らせる安心安全と福祉のまち
づくりを目指す。

7,700 □公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

分譲マンション共用部
分バリアフリー改修支
援事業

バリアフリー改修を行うマンションに対し，共用部分の改修工事費用について住宅金融
支援機構から融資を受けた場合，その利子の一部を助成する。
（補助対象）
　(1)対象住宅
　　　区分所有の共同住宅のうち，賃貸用でないもの
　(2)対象工事

共用部分改修工事のうち，エレベーターの設置，段差解消，手すりの設置，ノンス
リップ化，通路の拡幅，引き戸への取替え及びそれらに関わるもの
（補助額及び補助期間）

補助対象工事について，住宅金融支援機構から管理組合が借り受けた融資残高の2％相
当額。ただし，1年間に100万円を上限とする。また，1管理組合については，補助期間を5
年間とする。
＜成果目標＞

バリアフリー化された優良な住宅ストックを確保し，すべての人が健やかに暮らせる安
心安全のまちづくりを推進する。

5,250

□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

（単位：千円）

検 討 が 必 要 な 事 項
都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 49 -



事　業　概　要 要求額

岡崎文化ゾーン地区計
画策定

　京都市の文化振興の拠点である岡崎地域は，京都会館や美術館，みやこめっせ等の大規

模文化施設の集積により，独特のまちなみが形成されており，優れた都市空間として評価

されている。しかし，一帯が周囲の住宅地と同じ建築規制であり，多くの施設が法規制に

適合しない既存不適格状態となっている。このような状態では，地域の活性化を図るため

の施設整備に対する法的リスクが高く，特に民間資金を利用した手法をとる場合には，そ

のリスクのために実施が困難になると予想される。

　平成19年度に京都会館及び岡崎地域について行った市民アンケート（20歳以上の市民

2,000人無作為抽出，有効回答数1,084（回答率54.2％））の結果では，京都会館や美術館

などの文化施設が岡崎地域の景観構成要素となっているという回答や，岡崎の雰囲気の良

さは京都会館や美術館などの文化施設が集まっているためであるといった回答が多くを占

め，岡崎地域を文化ゾーンとして活用していくことが望まれていることが明らかとなっ

た。

　京都会館の再整備を機に，岡崎地域をどのようなまちとしていくのかを協議し，その結

果を具体的な形にした，地域版都市計画といえる地区計画を策定することにより，法的課

題を整理し，地域全体の活性化への展開を図る。

＜成果目標＞

　文化ゾーンとしての地区計画を策定し，今後の地域活性化に向けた施設整備を可能とし

ていく。

12,231

□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

サッカースタジアム整
備（西京極総合運動公
園再整備）

　平成18年6月にサッカースタジアム検討委員会から西京極陸上競技場兼球技場の全面改

築が報告され，現在は 終提言に向けた協議が行われている。この内容を踏まえて，20年

度は基本計画の策定等を実施する。

＜成果目標＞

  平成24年度完了を目標に整備を行う。

21,000 ■公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

  局配分枠において検討を
　進める。

検 討 が 必 要 な 事 項
文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。
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事　業　概　要 要求額
検 討 が 必 要 な 事 項

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

二条地域体育館整備
（埋蔵文化財調査）

　市内14箇所設置を目標に整備を進めている地域体育館について，19年度で11館目となる

右京地域体育館の整備が完了することから，20年度から二条地域における地域体育館の整

備に取りかかる。整備初年度として，20年度は埋蔵文化財発掘調査を実施する。

＜成果目標＞

23年度供用開始を目標に整備を行う。

68,000 □公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

□事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

甦る京の風景 　市街地の約3分の1が埋蔵文化財包蔵地である本市では，発掘調査により数々の遺跡が明

らかになっているが，発掘調査後には，開発工事によりその多くが失われている。これら

の遺跡を後世に伝えるため，実測図や写真等の既存データを基に遺跡等のデジタル立体復

元を行い，遺跡の解説文とともにインターネットで情報発信する。

＜成果目標＞

　５箇年で既存データのデジタル化を行い，遺跡の解説文とともにインターネットで情報

発信する。

78,000
□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

上京区総合庁舎整備 　上京区役所は，昭和１２年の竣工から築７０年が経過し，老朽化や狭隘化が著しい。ま

た，保健部が別庁舎となっており，駐車スペースも狭いことから，総合庁舎の早急な建設

が課題となっていた。平成１７年４月には各学区の代表者の連名で要望が出される等，地

元においても新総合庁舎の整備が長年の要望となっていることから，現庁舎敷地での建替

えを基本として隣接敷地の先行買収を目指している。

　平成２０年度は，総合庁舎整備に係る基本計画策定とＰＦＩ・ＤＢＭ等の整備手法を含

めた効率的 適手法の調査を実施する。基本計画の策定に当たっては，その後の効率的

適手法調査で必要となる法規制等の条件や，求められる環境性能，バリアフリー機能等を

計画に盛り込みながら，諸室面積や機能の基本的な仕様を定めていく。

　また，親しみやすく利用しやすい，地域活動活性化の拠点となる総合庁舎を整備するた

めに，市民参加のワークショップ等を実施し，その内容を基本計画に反映させていく。

＜成果目標＞

　総合庁舎整備に係る基本計画を策定し，併せて庁舎整備のための 適手法を検討する。

9,000

□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。
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事　業　概　要 要求額

ふしみキッズパーク～
あつまれ元気な伏見っ
子～（仮称）
＜伏見区役所＞

＜事業概要＞
　少子長寿化や核家族化の進行により家庭や地域のつながりが希薄化してきているなかで，伏
見区は年少人口の割合が高く，老年人口の割合が低い，若い行政区である。
　このような中，子育てを地域で支え合うとともに子どもたちや保護者が直面する問題を福祉
事務所をはじめ保健所や保育所，児童館，警察，医療機関，幼稚園，学校，主任児童委員，区
社協など多様な関係機関が話し合い，役割分担しながら解決に取り組む「伏見区本所地域子ど
もネットワーク連絡会議」を立ち上げた。
　この連絡会議の発足後３年目を迎える平成２０年度は，参画機関が共同して知識や経験など
を出し合うとともに，区内５つの大学の協力を得て，子育てに関する情報を発信する。具体的
には，同世代の子どもたちの交流と子育てを楽しく語り合う場を提供し，地域の子育て支援機
関の交流と連携を一層密に図ることを目的に，誰もが気軽に参加できる交流イベント「ふしみ
キッズパーク（仮称）」を実施する。

＜成果目標＞
　子どもたちや親同士の交流を図り，孤立化を防止するとともに，子どもネットワークに参画
する関係機関の連携を深め，地域における子育て支援事業の活性化を図る。

2,000

□公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

学区くらしの総合カル
テ（仮称）
＜伏見区役所＞

＜事業概要＞
　伏見区では，幹線道路が通るとともに狭隘な道路も多く，歩行者や自転車，自動車が安全に
行き交うことのできる道づくりが求められ，また，子どもが安心して地域で生活できるまちづ
くり，安心して子育てができる環境づくりが求められている。更に，地域の防犯，防災，地域
福祉等の幅広い分野で地域と行政機関等が連携して地域の安心・安全を守る取組が必要であ
る。
　そこで，学区ごとに防災や福祉，交通をはじめとする地域の様々な情報を都市映像データも
併用しながら電子地図等に掲載した「くらしの総合カルテ（仮称）」を作成し，安全で住みよ
い地域づくりのために情報の共有化を図るとともに，地域の課題を明確にし，その解消に向け
て地域住民と行政が一体となった取組を進めるためのツールとして活用する。
　平成20年度は区内３学区でのモデル実施を行い，21年度以降順次取組を拡大し，伏見区全35
学区での作成を目指す。

＜成果目標＞
　伏見区内全35学区で，学区ごとに「くらしの総合カルテ（仮称）」を作成し，電子地図で地
域情報の共有化を図るとともに，地域課題を明確にし，その解消に向けての取組を進める上で
のツールとする。

7,000

■公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

（単位：千円）

検 討 が 必 要 な 事 項
区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 52 -



事　業　概　要 要求額

減災対策活動計画の策
定

　地域防災計画に基づき進められている本市の地震対策を効果的かつ効率的に推進するた
め，東南海，南海地震及び直下型地震の発生を想定し，被害軽減のための目標や活動計画
を策定する。

＜成果目標＞
東南海・南海地震及び直下型地震の被害軽減のための目標，活動計画の策定

30,000

□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

■後年度財政負担の検討

市民情報伝達手法（仮
称）構築に関する調査
研究

　近年，J-ALERTシステム（消防庁），緊急地震速報（気象庁）など従来にはない新たな
情報伝達手段が開発されている。
　本市においても，防災危機管理情報を市民に迅速に伝達することは喫緊の課題である
が，これらの施設整備を行うには莫大な経費がかかることが予想される。
　このことから，観光都市京都の特性を考慮しながら，安価でかつ景観にも配慮した京都
市独自の情報伝達システムの導入に向けた検討を行う。

＜成果目標＞
より安価で効率的な市民情報伝達手法（仮称）の構築

10,000

□公民等役割分担の検討

□既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

(単位：千円）

検 討 が 必 要 な 事 項
消　防　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 53 -



事　業　概　要 要求額

太陽光発電システム普
及促進事業

　戸建住宅・共同住宅への太陽光発電システムの設置に対し，設置費用の一部を助成して

いるが，より一層の普及を促進するため，助成額を拡大する。

　また，環境学習の場を通じて，子どもから各家庭での地球温暖化対策の取組がより一層

拡大していくことをねらいに，新たに民間の教育施設等を助成対象に加える。

＜成果目標＞

　国の目標と同じく普及の伸び率を30％／年に設定し，市内の3年間の助成件数を1,200件

（1年目300件，2年目400件，3年目500件）とする。これにより，地球温暖化対策計画に定

められた目標（平成22年度までに住宅用太陽光発電設備を1,200件設置）を2年前倒しで達

成することができる。

85,000

□公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

■事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

検 討 が 必 要 な 事 項
総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 54 -



事　業　概　要 要求額

エコカーの導入促進 　本市職員等の輸送業務に必要な公用車の更新を行う。更新に当たり，環境負荷の少ない

エコカーの導入をより一層促進する。

＜成果目標＞

　エコカーの導入を促進し，市役所が率先して環境負荷を軽減するための取組みを行う。

4,760

□公民等役割分担の検討

■既存施策との整合性検討

□事業内容・実施手法の検討

□後年度財政負担の検討

検 討 が 必 要 な 事 項
総　務　局　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

※この一覧表は，事業実施の意義は認められるものの，「検討が必要な事項」欄に記載した課題があるため，財政非常事態の下では，限られた財源
　を他の事業に振り向けざるを得ず，予算措置を見送った事業を掲載したものです。 - 55 -


