
千円 千円

一般会計合計 21,991,000 20,781,000

特別会計合計 119,000 120,000

1 都市計画 790,818 646,108

都 市 づ く り 推 進 職住共存地区整備推進事業 3,750 2,900

地域協働型地区計画の策定推進

高度集積地区整備推進事業 2,800 3,310

推進協議会の運営など

南部開発推進事業 10,000 10,000

高度集積地区整備ガイドプランの見直しなど

京都駅南口立体横断施設整備事業 <重点枠> 10,000 -

京都市景観・まちづくりセンター運営 170,207 160,677

財団法人運営補助

　まちづくり活動支援

　京町家なんでも相談など

京都市景観・まちづくりセンター施設運営

　景観・まちづくり大学など

都 市 計 画 市街化調整区域における地区計画運用基準の策定 1,000 -

<新　規>

まちづくり条例の運用事務 800 1,085

特殊地下壕
       ごう

安全対策 <重点枠> 36,000 -

交 通 政 策 関西国際空港全体構想の推進 10,290 10,290

観光地等交通対策 35,000 38,000

「歩くまち・京都」の推進 <重点枠> 95,000 39,000

「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進

　　交通社会実験の実施

　　「新・駐車場整備計画」策定調査

　　公共交通機関利用促進対策

ＬＲＴ等新しい公共交通システムの検討

鉄道軌道近代化設備整備費補助 37,906 38,130

本年度予算額 前年度予算額

＜都市計画局所管＞

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（都市計画局－1）



千円 千円

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

交通バリアフリー基本構想策定 20,000 18,100

重点整備地区の移動円滑化基本構想策定

　１８～１９年度　七条･京阪五条地区，桃山御陵前

　　　　　　　　　地区

　１９～２０年度　東福寺地区，京阪藤森地区，

　　　　　　　　　伏見地区

交通施設バリアフリー化設備整備費補助 99,901 88,916

ＪＲ稲荷駅，京阪四条駅，京阪伏見桃山駅，

京阪七条駅，近鉄桃山御陵前駅

地下駅火災対策施設整備事業費補助 90,000 54,000

阪急河原町駅，阪急大宮駅，阪急西院駅

鉄道駅耐震補強事業費補助 <重点枠> 9,000 -

近鉄京都駅，近鉄丹波橋駅

京北ふるさとバス運行補助 52,000 54,000

2 風致美観 1,500,884 1,313,107

風 致 美 観 伝統的建造物群保存等事業 33,500 47,400

修理・修景補助

嵯峨鳥居本町並み保存館公開展示

　　　　　　　　　　　　　　など

界わい景観整備地区等助成事業 55,000 60,000

姉小路界わい地区街なみ環境整備事業 5,200 6,000

通り景観改善

時を超え光り輝く京都の景観づくり事業 33,000 20,000

景観審査会（仮称）の運営，市民周知・啓発 <重点枠>

京（みやこ）の色研究事業 <重点枠> 5,000 -

京都市眺望景観創生条例（仮称）の運用 <重点枠> 8,000 -

京都創生・景観づくり事業 238,000 48,000

新・歴史的景観再生事業 <重点枠>

優良屋外広告物デザイン助成 <重点枠>

優良屋外広告物誘導事業

市民ボランティアによる違反はり紙等除却事業 3,343 6,650

（都市計画局－2）



千円 千円

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

古 都 保 存 古都保存区域内の規制・買収・補償 800,000 800,000

古都特別保存地区内の土地の買入れ

古都保存区域内の施設整備・維持管理 54,219 53,907

北嵯峨地域の管理道路整備など

特別緑地保全地区内の規制・買収・補償 180,000 180,000

洛西中央特別緑地保全地区内の土地の買入れ

開 発 指 導 宅地開発指導 21,800 23,360

急傾斜地崩壊防止対策 4,900 10,500

左京区北白川丸山町急傾斜地崩壊防止工事負担金

西京区大枝沓掛町急傾斜地崩壊防止工事負担金

3 建築指導 104,010 53,472

建 築 指 導 建築許可・確認等事務 43,098 28,120

検査向上・違反指導 14,041 14,041

建築物の耐震対策 15,250 7,200

木造住宅耐震診断士派遣

京町家耐震診断士（仮称）派遣 <重点枠>

分譲マンション耐震診断助成 <重点枠>

建設リサイクル法に関する事務 1,750 2,250

京北地域における建築基準法第４３条接道規定に係る道路 15,000 -

調査 <新　規>

吹付けアスベスト除去等助成 <重点枠> 11,000 -

4 建物管理 317,000 332,000

建 物 管 理 市有建築物維持修繕等 317,000 332,000

5 住宅管理 4,362,359 4,653,046

公営住宅管理業務 公営住宅等管理運営（管理戸数　１９,１０２戸） 2,931,464 3,091,695

地上波デジタル化対策工事 136,438 243,782

住宅用火災警報器設置 178,059 92,435

（都市計画局－3）



千円 千円

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

改良住宅管理業務 改良住宅等管理運営（管理戸数　４,５４９戸） 1,026,463 1,136,715

地上波デジタル化対策工事 49,870 59,276

住宅用火災警報器設置 40,065 29,143

6 住宅対策 7,373,206 3,339,593

住 宅 対 策 安心すまいづくり推進事業 73,166 73,166

すまいよろず相談，すまいスクール，すまい体験館管理

運営，木造住宅振興支援事業など

分譲マンション管理支援事業 8,550 3,000

特定優良賃貸住宅供給促進事業 1,368,576 1,245,963

中堅ファミリー向けの優良賃貸住宅への助成措置

　継続分　２，７８３戸

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 185,675 170,961

高齢者向けの優良賃貸住宅への助成措置

　新規分　　６０戸 <新　規>

　継続分　１９０戸

京町家再生賃貸住宅制度 10,000 10,000

分譲マンション建替・大規模修繕アドバイザー派遣 4,000 -

<重点枠>

京都市あんぜん住宅改善資金融資制度 1,351,478 473,125

景観形成マンション建替支援融資 <重点枠>

耐震改修助成 9,100 6,000

京町家耐震改修助成 <重点枠>

京都市住宅供給公社貸付金 <新　規> 3,000,000 -

7 公営住宅建設事業 551,168 2,310,792

公営住宅建設事業 公営住宅建設事業 551,168 2,310,792

公営住宅建替事業，公営住宅改善事業など

　山科団地２棟東側トータルリモデル <重点枠>

　個別改善（高齢者対応改善及びエレベーター設置）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（都市計画局－4）



千円 千円

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

8 住環境整備事業 2,816,876 3,946,242

環 境 改 良 事 業 住宅地区改良事業 2,144,722 2,084,712

崇仁塩小路高倉２－２棟（仮称）実施設計等 <重点枠>

土地・建物の買収，補償，除却

　　　　　　　　　　　　　など

改良住宅等改善事業 364,301 1,358,738

改良住宅等建替，ストック総合改善

　新規 <重点枠>

　　崇仁南部新２棟（仮称）　３６戸

　継続

　　崇仁屋形町新棟（仮称）　５０戸

　　　　　　　　　　　　　　　　など

東九条地区住宅市街地総合整備事業 307,853 425,792

建物の買収，補償，除却など

9 計画総務 4,174,679 4,186,640

御池地下街・地下 御池地下街・地下駐車場建設事業等 3,635,951 3,634,000

駐車場建設事業 京都御池地下街株式会社に対する建設資金貸付金など

御池公共地下道等の維持管理 179,453 188,106

洛西ニュータウン 洛西ニュータウン維持管理・整備事業 39,437 41,192

管理

駐車場事業特別会計 駐車場事業特別会計繰出金 79,000 81,000

繰出金

10 駐車場事業特別会計 119,000 120,000

醍醐駐車場維持管理 48,238

公債費 70,762

一般会計からの繰入金 79,000 81,000

（都市計画局－5）


