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□ 景観・文化・観光の戦略的な推進による 

歴史都市・京都の創生と美しいまちづくり 

 2,763,809 

 （23 項目） 

 歴史都市・京都の創生  

◇国家戦略としての京都創生の推進  10,000 

京都創生の実現に向けて，国やより多くの国民への周知及び理解向上の働きかけや

市民の自主的な活動を促進する取組を充実させる。 

また，景観・文化・観光の３分野における今後の取組方策と国に求める特別措置を

取りまとめた「歴史都市・京都創生策Ⅱ」の推進のため，新たな政策研究を展開する。 

  全体事業費 ４５百万円 

（局配分枠３５百万円，政策重点化枠１０百万円） 

◆京都創生百人委員会の活動支援 ＜充実＞  2,000  

京都創生百人委員会の活動支援を強化し，東京を中心とした京都創生の広報活動

を展開する。 

取組内容 委員執筆によるＰＲ冊子発行 

東京でのシンポジウム開催 

◆「京都創造者大賞（仮称）」の創設 ＜新規＞  3,000 

京都府，商工会議所と共同で，伝統を守りつつ，創造性にあふれる活動を続ける

団体や個人を表彰する「京都創造者大賞（仮称）」を創設するなど，都市格の向上

及び京都創生の実現に向けた推進体制を一層強化する。 

◆新たな政策研究の展開 ＜新規＞  5,000 

国に対して，新たな制度創設や財政的な支援措置などを実現する特別措置法の 

制定を求めるため，法案の内容を検討するほか，文化財保護法に定められている 

「文化的景観」に関する調査研究を行う。 

 〔総合企画局 京都創生推進室 TEL 222-3375〕 
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 美しく魅力ある町並み景観の形成  

【 新たな景観政策の展開 】 

全体事業費７２０百万円（局配分枠２８百万円，政策重点化枠６９２百万円） 

◇時を超え光り輝く京都の景観づくり事業 ＜充実＞ 13,000 

「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」の最終答申を受け，５０年後，１００年

後の将来を見据えた歴史都市・京都にふさわしい景観づくりに取り組む。 

１９年度から新たに実施する，地域の景観特性に応じたきめ細かな建築物の高さや

デザイン，屋外広告物の規制について，市民しんぶんやホームページ，また，まち   

づくりコンクールの開催などを通じ，市民周知の徹底に努めるとともに，高さ規制の

特例許可の審査を行う景観審査会（仮称）の設置など，円滑な制度運用を図る。 

全体事業費 ３３百万円 

（局配分枠２０百万円，政策重点化枠１３百万円） 

 〔都市計画局 都市景観課 TEL 222-3474〕 

 〔都市計画局 景観企画課 TEL 222-3397〕 

 〔都市計画局 風致保全課 TEL 222-3475〕 

◇京都市眺望景観創生条例（仮称）の運用 ＜新規＞ 8,000 

全国的にも類のない建築物等の標高による高さやデザインの規制，誘導により，京都

の優れた眺望景観の保全，創出を図る京都市眺望景観創生条例（仮称）を運用する。 

 〔都市計画局 都市景観課 TEL 222-3474〕 

 〔都市計画局 景観企画課 TEL 222-3397〕 

 〔都市計画局 風致保全課 TEL 222-3475〕 

◇京（みやこ）の色研究事業 ＜新規＞ 5,000 

京都の町並みにふさわしい色彩の客観的指標による表示をはじめ，夜間景観形成

（ライトアップ）など，景観政策の一層の推進に必要な調査，研究を行う。 

 〔都市計画局 都市景観課 TEL 222-3474〕 
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◇分譲マンション建替支援  454,000 

新たな景観政策の下，既存不適格となる分譲マンションについて，円滑な建替えを

促進することにより，良好な景観形成を図る。 

◆分譲マンション建替・大規模修繕アドバイザー派遣 ＜新規＞   4,000 

権利関係の複雑さなどから，建替えや大規模修繕を進めにくい分譲マンションに

対して，合意形成の方法をはじめ，法制度や技術手法などに関する助言を行う専門

家を要請に応じて派遣する。 

◆景観形成マンション建替支援融資 ＜新規＞  450,000 

高さ規制の見直しなどにより，既存不適格となる分譲マンションの建替えを支援

するため，低利の融資制度を創設する。 

 〔都市計画局 景観企画課 TEL 222-3397〕 

 〔都市計画局 住宅政策課 TEL 222-3666〕 

◇優良屋外広告物デザイン助成 ＜新規＞ 12,000 

屋外広告物規制の見直しに合わせ，優良な屋外広告物を誘導するために，国補助 

制度を活用し，優れたデザインの屋外広告物の設置などに対する助成制度を創設する。 

補 助 率 設置費の１／２以内 ほか 

補助限度額 設置費１０万円／基 ほか 

〔都市計画局 都市景観課 TEL 222-3474〕 

◇新・歴史的景観再生事業 ＜充実＞ 200,000 

景観重要建造物を核とした歴史的な町並み景観の保全，再生のため，国補助制度を

活用し，景観重要建造物の指定を受けた京町家等について，これまでの外観改修に  

対する助成に加え，必要に応じて買い取り，京町家の保全活動を行うＮＰＯや研究  

機関への貸付けなどを行い，まちづくりへの活用を図る。 

全体事業費 ２０８百万円 

（局配分枠８百万円，政策重点化枠２００百万円） 

〔都市計画局 都市景観課 TEL 222-3474〕 
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◇都心部放置自転車等対策アクションプログラム推進事業 

 ＜新規＞ 361,800 

京都の魅力と活力が凝縮されている都心部において，安全かつ快適な歩行・走行空

間の確保と共に良好な景観の保全を図り，歩いて楽しいまちづくりを推進するため，

１８年１０月に策定した「都心部放置自転車等対策アクションプログラム」に基づき，

放置自転車問題の抜本的解決に向け，集中的に取組を進める。 

◆御射山（みさやま）公園地下自転車等駐車場整備  305,000 

都心部への流入自転車等の受け皿の核として，公共空間を活用し，２，５００台

分の公共自転車等駐車場を整備する。 

１９年度は，御射山公園地下の自転車等駐車場の整備に着手する。 

収容台数 １，２７０台 

開設予定 ２２年１月 

◆自転車駐車場付置義務の見直し（強化）  8,000 

店舗等の集客施設に対する自転車駐車場の付置義務を見直し，対象となる店舗 

面積の引下げや対象施設の拡大など，基準の強化を目指す。 

１９年度は，２１年度からの制度開始に向け，実態調査を実施する。 

◆民間自転車等駐車場整備助成金制度の創設  2,000 

都心部や駅周辺などに自転車等駐車場を確保するため，民間自転車等駐車場の 

整備に対する助成金制度を創設し，民有地の活用や民間事業者の参入促進を図る。 

１９年度は，需要等の実態調査を実施する。 

◆地域との協働による啓発・監視活動  1,000 

市民，事業者，行政のパートナーシップにより，放置自転車追放の地域ネット  

ワークを形成し，効果的で持続力のある啓発・監視活動に取り組む。 

◆放置自転車撤去の強化  45,800 

都心部全域を「自転車等撤去強化区域」に指定し，夜間・休日撤去の実施など  

撤去の強化により，放置自転車追放を目指す。 

 〔建設局 放置車両対策課 TEL 222-3565〕 
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 歴史と文化の継承・発信  

◇ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業 ＜新規＞ 4,500 

京都で活躍する優れた芸術家を講師とした文化芸術の鑑賞や実技指導等を通して，

子どもたちが文化芸術に出会う場，触れる場を創出する。 

形 式 芸術家が学校，児童館等を訪問 

対 象 幼児～中学生等 

内 容 伝統芸能や茶道，華道，演劇，ダンス等 

 〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 222-4105〕 

◇文化芸術による地域のまちづくり推進事業 ＜新規＞ 10,000 

地域にある遊休施設を活用した文化芸術のまちづくりのモデル事業として，元立誠

小学校の校舎を活用し，舞台公演，映画上映などの文化芸術イベントを地域と連携  

して展開する。 

 〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 222-4105〕 

◇右京中央図書館（仮称）整備 ＜新規＞ 1,166,509 

老朽化の進む右京図書館を太秦東部地区市街地再開発施設内に移転拡充し，充実 

したＩＴ環境と共に，京都に関するあらゆる資料・情報を幅広く，網羅的に収集し，

データベース化した「京都大百科事典的図書館」機能を備え，市立図書館最大規模と

なる右京中央図書館（仮称）として，新たに開館する。 

場  所 右京区太秦下刑部町ほか（太秦東部地区市街地再開発施設３階） 

施設面積 ４，２２３㎡（供用部分を含む） 

開館時期 ２０年３月 

 〔教育委員会事務局 右京中央図書館開設準備室 TEL 802-3250〕 



（景観・文化・観光の戦略的な推進による歴史都市・京都の創生と美しいまちづくり） 

 

 

〔単位：千円〕 

  
- 16 - 

◇歴史資料館再活性化 ～より多くの市民に親しまれる歴史資料館を目指して～ 

 ＜新規＞ 28,000 

開館２５周年を迎える歴史資料館に蓄積された貴重な歴史資料，映像資料を有効に

活用し，京都の伝統ある歴史や文化をより多くの市民に理解してもらうため，様々な

祭礼や風物の移り変わりなどを記録したデジタル映像を視聴できるシステム等の整備

を行うとともに，小学生などの子どもをはじめとした幅広い市民の京都の歴史や文化

の理解に資する事業を充実する。 

 充 実 事 業 校外学習の受入れ，学校への出張歴史講義，  

       子ども歴史相談の実施，子ども歴史教室の充実 など 

 全体事業費 ３２百万円 

       （局配分枠４百万円，政策重点化枠２８百万円） 

 〔総務局 歴史資料館 TEL 241-4011〕 

◇文化財とその周辺を守る防災水利整備 ＜充実＞ 100,000 

大規模災害時などの大火に対しても，消火活動や延焼防止を行い，人命はもとより，

文化財とその周辺地域を一体として守ることができる新たな防災水利を整備する。 

１９年度は，１８年度のモデル整備を踏まえ，国のまちづくり交付金の認証を得て，

耐震性能を有する配水管や市民も使用する消火栓などの整備に取り組む。 

場  所 東山区清水地域 

 〔消防局 庶務課 TEL 212-6635〕 

◇出土文化財収蔵施設整備 ＜新規＞ 110,000 

出土文化財の適切な収蔵・保存に加え，展示・貸出し等により積極的に活用してい

くための施設を整備する。 

場  所 伏見区淀水垂町 

施設面積 約１，０００㎡ 

 〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕 
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 魅力ある観光の創造  

◇ニューツーリズム創出事業 ＜新規＞ 10,000 

産業観光，界わい観光，体験型観光など京都の新しい観光魅力を発掘・創造・育成・

発信するため，地域・界わいごとの観光振興創出事業等への助成，企画運営の助言等

を行う。 

 〔産業観光局 観光企画課 TEL 222-4130〕 

◇京都・修学旅行出前アドバイザー（仮称）事業 ＜新規＞ 15,000 

首都圏の中学校に対し，京都の観光情報に精通したアドバイザーを派遣し，修学 

旅行前の事前学習における相談・助言を行う。 

 〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 

◇国際観光客おこしやすプロジェクト（仮称）の実施 ＜新規＞ 10,000 

本市の外国人観光客誘致における５大重点市場（アメリカ，台湾，韓国，中国，   

オーストラリア）をはじめ，１７年度から国のビジット・ジャパン・キャンペーンの

重点市場に加わり，今後，ビジネス客等の拡大が期待できるタイ，シンガポール市場

に対して新たに誘致活動を行う。また，より効果的な誘致活動を実施するため，入洛

外国人観光客に対するアンケート調査を実施する。 

全体事業費 ２８百万円 ※局配分枠予算は５大重点市場の海外情報拠点運営費 

      （局配分枠１８百万円，政策重点化枠１０百万円） 

  〔産業観光局 観光振興課 TEL 222-4133〕 
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 景観・文化・観光の戦略的推進  

◇無電柱化事業 ＜充実＞ 187,000 

豊かな自然と優れた文化遺産，伝統的な町並みなどの歴史的風土を保全し，市街地

景観の向上を図るため，電線類地中化等による無電柱化を面的・集中的に実施する。 

１９年度は，新たに祇園新橋伝統的建造物群保存地区，世界文化遺産である教王 

護国寺（東寺）周辺及び嵯峨・嵐山地区において，無電柱化を推進する。 

全体事業費 １，５２１百万円 

（局配分枠１，３３４百万円，政策重点化枠１８７百万円） 

 〔建設局 道路維持課 TEL 222-3568〕 

◇伝統の継承と新たな創造活動の推進「京都創生座（仮称）」 

 ＜新規＞ 20,000 

国に整備を要望している「国立京都伝統芸能文化センター（仮称）」の具体的イメ

ージを明らかにするため，京都の伝統的な景観・風情が息づく地域の会場を選定し，

伝統芸能の魅力を伝える舞台の公演を，四季に合わせて年４回実施する。 

なお，会場候補地として，歴史的景観保全修景地区内に位置し，国登録有形文化財

でもある弥栄会館を予定している。 

 〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 222-4105〕 

◇世界遺産の追加登録に向けた調査・検討 ＜新規＞ 3,000 

現在，京都市では１４件の社寺城が世界遺産として登録されているが，これらに  

匹敵する数多くの文化遺産や美しい景観等が存在することから，世界遺産の追加登録

へ向けて調査等を実施する。 

 〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕 

◇無鄰菴計画的整備事業 ＜新規＞ 12,000 

近代京都を代表する庭園・建築物である無鄰菴を市民の大切な財産として保存・  

活用し，より良い姿で後世に継承していくため，緊急修繕を実施するとともに，中長

期の修繕に向けた調査を行い，整備計画を策定する。 

 〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 222-4105〕 
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 源氏物語千年紀事業の推進  

【 源氏物語千年紀事業の推進 】 

全体事業費２９百万円（局配分枠４百万円，政策重点化枠２５百万円） 

◇源氏物語千年紀事業（共同事業） ＜新規＞ 16,000 

平成２０年に源氏物語が記録に現れた著述の年（１００８年）から一千年を迎える  

機会を捉えて，日本文化の奥深さ，すばらしさを広く国内外に発信・アピールし，   

京都の文化・観光の振興を図るため，「源氏物語千年紀委員会」（市，府，商工会議所，

宇治市等で構成）を設置し，源氏物語千年紀事業を実施する。１９年度は，プレ事業

として，広報・ＰＲ活動等を行う。 

 〔総合企画局 政策企画課 TEL 222-3035〕 

◇源氏物語千年紀事業「源氏物語ゆかりの地の説明板の設置」 

 ＜新規＞ 8,000 

本市の独自事業として，源氏物語ゆかりの史跡等を紹介し，源氏物語を中心とする

日本文化を広く発信・アピールする。 

事業内容 １９年度 大内裏跡をはじめとする源氏物語ゆかりの史跡等を紹介する

案内標識の設置 

     ２０年度 源氏物語ゆかりの地を巡るスタンプラリーの実施 

 〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕 

  

◇源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏物語の世界を 

みんなで再発見」 

 別 掲 (1,100) 

 〔上京区役所 総務課 TEL 441-5029〕 

 

 


