
注　上段（　）は肉付補正額で内数

千円 千円

一般会計合計 11,130,000 13,939,000

1 文化の振興 3,681,016 3,336,586

文 化 振 興 対 策 芸術センター運営 179,632 156,000

活動支援事業，交流事業，情報発信など

芸術文化特別奨励制度 7,734 5,427

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 30,421 30,480

京都文化祭典’０８ 82,364 68,425

市民ふれあいステージ，京の華舞台，京都映画祭，

京都の秋 音楽祭等の開催

市民狂言会 3,986 3,986

芸術文化協会運営助成 23,628 19,760

文化ボランティア事業の推進 2,418 3,541

京都文化芸術都市創生条例の推進 1,107 1,867

文化芸術による地域のまちづくり推進事業 8,769 10,000

伝統の継承と新たな創造活動の推進「京都創生座」 20,000 20,000

ようこそアーティスト　文化芸術とくべつ授業 4,500 4,500

子ども舞台芸術鑑賞支援事業 <重点枠> 4,400 -

源氏物語千年紀事業「源氏特別演能」（仮称） <重点枠> 17,300 -

京都・映画誕生１００年記念事業 <重点枠> 5,000 -

文 化 財 保 護 対 策 市指定文化財等保存修理 49,000 44,000

(331,854)

(4,400)

(17,300)

＜文化市民局所管＞

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

(2,283,000)

(5,000)

（文化市民局－1）



千円 千円

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

深泥池の保全・活用 1,830 1,900

伝統行事助成 68,507 67,804

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

埋蔵文化財発掘調査 67,000 67,000

文化観光資源保護財団運営助成 100,052 100,052

文化財保護普及啓発 2,859 2,882

出土遺物整理 30,000 20,000

（雇用対策事業）

埋蔵文化財研究所貸付金 250,000 250,000

考古資料館運営 27,129 28,160

源氏物語千年紀事業「源氏物語ゆかりの地を巡るスタン 3,250 8,000

プラリーの実施」

世界遺産の追加登録に向けた調査・検討 2,492 3,000

文化財保護事業資金融資事業 150,176 22

みやこ文化財愛護委員，文化財マネージャーの育成 5,000 -

<重点枠>

「祇園祭」世界無形文化遺産登録準備事業 <重点枠> 29,000 -

文化施設等の運営 美術館運営 182,020 183,486

美術館再整備事業 <重点枠> 111,000 -

動物園運営 185,113 188,247

京都大学との連携による動物園の活性化 <重点枠> 125,500 -

チンパンジーの群れ飼育，類人猿舎改修

(111,000)

(5,000)

(10,000)

(150,154)

(29,000)

（文化市民局－2）



千円 千円

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

交響楽団運営 161,237 169,411

二条城運営 195,672 211,018

二条城整備 303,078 277,436

元離宮二条城計画的整備事業

基金積立，障壁画模写など

コンサートホール運営 177,048 183,770

京都会館運営 256,700 264,409

文化会館運営 493,874 510,375

５か所

無鄰菴運営 13,646 14,549

無鄰菴計画的整備事業 12,000 12,000

文化施設等整備 37,772 41,032

京都会館等維持補修

2 市民生活の向上 5,266,286 7,644,237

地 域 振 興 対 策 個性あふれる区づくり推進事業 94,262 86,956

各区基本計画の推進など

市政の円滑な推進 193,884 222,999

次期各区基本計画の策定に向けた取組 <重点枠> 50,000 -

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 1,000 -

た条例の調査・検討 <重点枠>

市民活動支援資金融資事業 <重点枠> 100,000 -

「暮らしの工房」づくり支援事業 7,962 11,900

原谷地域の新たな都市づくり～開拓政策による農業用基盤 2,017 5,000

を市街地としての生活基盤へ～

(50,000)

(1,898,700)

(1,000)

(100,000)

（文化市民局－3）



千円 千円

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

源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏物語 768 1,100

の世界をみんなで再発見」

小金塚地域の安心・安全なまちづくりの推進 1,754 2,000

洛西ニュータウンのこれからのまちづくり～もっともっと 1,316 1,500

魅力あるまちをめざして～

北部山間地域の子育て支援 1,000 -

～広げよう！やまの子育ての輪～ <重点枠>

自治・自立・協働の地域活動支援 500 -

～新たな住民自治を目指して～ <重点枠>

東山わがまち「地域資源」マップ（仮称）の作成 1,000 -

<重点枠>

未来へつなぐ「山科区民文化財」の選定 <重点枠> 1,000 -

源氏物語千年紀事業「源氏物語の夕べin勧修寺（仮称）」 1,200 -

<重点枠>

源氏物語千年紀事業「源融が結ぶ塩竈の縁（ゆかり） 1,200 -

～下京区１３０周年を記念して～」 <重点枠>

南区歩くまちの探訪事業 <重点枠> 1,000 -

右京から発信！北部山間集落の活性化モデル事業 2,700 -

～柚子の里・水尾わくわく活性化事業～ <重点枠>

西京ウォーキングマップ～地域の魅力再発見～の作成 1,000 -

<重点枠>

京都南部広域観光ネットワーク事業 <重点枠> 2,000 -

(1,000)

(1,000)

(2,000)

(1,000)

(500)

(1,000)

(1,200)

(1,200)

(1,000)

(2,700)

（文化市民局－4）



千円 千円

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

大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進 <重点枠> 6,500 -

区庁舎の維持，管理 787,431 772,064

区庁舎総合庁舎化の推進 1,877,580 3,421,277

左京区総合庁舎整備 <重点枠>

右京区総合庁舎整備

伏見区総合庁舎整備

市立浴場運営 506,649 523,972

久世ふれあいセンター運営               8,972 9,312

市民活動総合センター運営など 66,732 68,930

市 民 窓 口 事 務 住民票発行等事務 563,471 582,237

戸籍事務電算化 <重点枠> 18,000 -

人 権 文 化 の 推 進 人権文化推進計画の推進 50,143 55,122

同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会の運営 6,000 -

<重点枠>

人権啓発フェスティバル <新　規> 15,000 -

世界人権宣言６０周年記念事業

人権啓発推進の支援 10,000 10,000

コミュニティセンター運営 304,158 284,744

世界人権問題研究センター運営 50,442 50,996

進路支援事業 35,894 447,757

市 民 総 合 相 談 京都市消費生活基本計画の推進 16,483 17,894

・ 消 費 者 対 策 多重債務者対策 <新　規>

消費者啓発，消費者相談など

市民相談事業 35,747 36,603

市民相談，税務相談，法律相談，夜間法律相談

(6,000)

(6,500)

(18,000)

(1,704,000)

（文化市民局－5）



千円 千円

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

市民生活センター運営 33,549 33,936

生 活 安 全 対 策 生活安全施策の推進 1,346 2,360

  生活安全基本計画に基づく啓発活動の推進など

地域の安心安全ネットワークの形成 8,000 7,400

野生鳥獣対策 1,808 2,125

京都市災害ボランティアセンター運営 2,524 2,700

違法駐車等防止対策 16,440 26,570

重点区域指導啓発

　（雇用対策事業）

　　　　　　　など

交通安全啓発 9,550 9,877

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進 28,061 30,000

3 共同参画社会の実現 838,931 858,578

男女共同参画推進プ きょうと男女共同参画推進プラン推進 10,216 10,295

ランの推進 男女共同参画チャレンジモデル広報事業

「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度

男女共同参画市民会議など

啓発冊子(男女共同参画通信）発行 2,560 2,560

男女共同参画センター運営 202,666 212,974

配偶者等に対する暴力防止の取組 3,859 6,303

民間シェルター等支援

勤労者，青少年対策 勤労者福祉対策 276,581 279,744

勤労者情報システム運営 488 788

勤労者のセカンドライフ充実支援事業 2,690 3,500

(600)

(14,000)

（文化市民局－6）



千円 千円

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

青少年育成計画推進 322,971 339,014

青少年活動センター運営

若者自立支援ネットワーク事業

広報・普及事業

　　　　　　など

地域若者サポーター制度 <重点枠> 14,000 -

登録サポーター制度

若者サポートステーション

4 スポーツの振興 1,343,767 2,099,599

スポーツ振興対策 京都シティハーフマラソン 59,500 64,500

市民スポーツフェスティバル 7,600 8,600

地域スポーツ振興事業 20,459 20,459

ニュースポーツ普及振興事業など

競技スポーツ強化振興事業 <新　規> 6,700 -

夜間校庭開放事業 43,692 148,551

中学校グラウンド夜間照明設備設置など

各種大会開催助成 7,200 7,700

体育振興会運営助成 23,644 18,644

体育振興会連合会創立５５周年記念事業補助など

体育指導委員 17,971 17,688

五大都市研究集会京都開催経費など

サッカースタジアム整備検討費 3,000 3,000

水垂スポーツ拠点施設整備事業 <重点枠> 32,000 -

スポーツ施設の運営 運動公園等運営 723,777 774,143

西京極総合運動公園，宝が池公園運動施設など

地域体育館運営 230,496 193,254

(32,000)

(1,146)

(5,300)

(38,446)

(14,000)

（文化市民局－7）



千円 千円

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

区政策提案予算システムにより採択された施策（再掲）

１　重点施策

(19,100)

(1)区所管事業（９区１１事業） 19,100   60,600   

北部山間地域の子育て支援～広げよう！やまの子育ての (1,000)

輪～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（左京区） 1,000    -        

自治・自立・協働の地域活動支援～新たな住民自治を目 (500)

指して～　　　　　　　　　　　　　　　　　（中京区） 500      -        

(1,000)

東山わがまち「地域資源」マップ（仮称）の作成 1,000    -        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東山区）

(1,000)

未来へつなぐ「山科区民文化財」の選定　　　（山科区） 1,000    -        

源氏物語千年紀事業「源氏物語の夕べｉｎ勧修寺 (1,200)

（仮称）」　　　　　　　　　　　　　　　　（山科区） 1,200    -        

源氏物語千年紀事業「源融が結ぶ塩竈の縁（ゆかり） (1,200)

～下京区１３０周年を記念して～」　　　　　（下京区） 1,200    -        

(1,000)

南区歩くまちの探訪事業　　　　　　　　　　　（南区） 1,000    -        

右京から発信！北部山間集落の活性化モデル事業 (2,700)

～柚子の里・水尾わくわく活性化事業～　　　（右京区） 2,700    -        

(1,000)

西京ウォーキングマップ～地域の魅力再発見～の作成 1,000    -        

　　　　　　　　　　　　　　　　（西京区，洛西支所）

(2,000)

京都南部広域観光ネットワーク事業 2,000    -        

　　　　　　　　　　　（伏見区，深草支所，醍醐支所）

(6,500)

大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進 6,500    -        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（深草支所）

(2)各局所管事業（５区７事業）

（総合企画局） (3,000)

・地上デジタル放送的地理的難視聴地域における調査 3,000    

<北区，左京区，右京区>

（文化市民局－8）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 前年度予算額本年度予算額

（文化市民局） (18,000)

・戸籍事務電算化 <伏見区> 18,000   

(32,000)

・水垂スポーツ拠点施設整備事業　　　　　　　<伏見区> 32,000   

（産業観光局） (7,000)

・まちづくり調査（中心市街地基本計画見直し） 7,000    

<伏見区>

（建設局） (200,000)

・無電柱化事業(京のみちづくり） <東山区> 200,000  

(12,000)

・太秦天神川駅西部地域まちづくり基本構想等の策定 12,000   

（調査） <右京区>

（消防局） (54,000)

・大原地域の救急救命体制の充実 <左京区> 54,000   

（大原消防出張所の移転整備）　　　　　　　

　※　各局所管事業は，区提案の内容以外のものも含んでいる。

２　各局配分枠施策

　　２４事業（延べ件数）

（文化市民局－9）


