
千円 千円

一般会計合計 13,939,000 11,474,000

1 文化の振興 3,336,586 3,270,637

文 化 振 興 対 策 芸術センター運営 156,000 159,852

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 5,427 8,359

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 30,480 30,545

京都文化祭典’０７ 68,425 96,756

市民ふれあいステージ，京の華舞台，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 19,760 19,461

文化ボランティア事業の推進 3,541 2,357

京都文化芸術都市創生条例の推進 1,867 3,000

文化芸術による地域のまちづくり推進事業 <重点枠> 10,000 -

伝統の継承と新たな創造活動の推進「京都創生座(仮称)」 20,000 -

<重点枠>

ようこそアーティスト　文化芸術とくべつ授業 <重点枠> 4,500 -

文 化 財 保 護 対 策 市指定文化財等保存修理 44,000 50,000

深泥池の保全・活用 1,900 2,000

伝統行事助成 67,804 72,925

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 2,882 2,982

前年度予算額本年度予算額

＜文化市民局所管＞

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（文化市民局－1）



千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

出土遺物整理 20,000 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 28,160 29,230

源氏物語千年紀事業「源氏物語ゆかりの地の説明板の設 8,000 -

置」 <重点枠>

世界遺産の追加登録に向けた調査・検討 <重点枠> 3,000 -

出土文化財収蔵施設整備 <重点枠> 110,000 -

文化施設等の運営 美術館運営 183,486 187,240

動物園運営 188,247 192,250

交響楽団運営 169,411 182,056

世代の枠を超えた取組強化事業 <新　規>

　ジョイントコンサートの開催

　京都市ジュニアオーケストラの指導

二条城運営 211,018 219,372

二条城整備 277,436 271,445

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 183,770 191,514

京都会館運営 264,409 272,136

文化会館運営 510,375 528,240

５か所

無鄰菴運営 14,549 15,049

無鄰菴計画的整備事業 <重点枠> 12,000 -

文化施設等整備 41,032 44,273

京都会館等維持補修
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

2 市民生活の向上 7,644,237 5,944,541

地 域 振 興 対 策 個性あふれる区づくり推進事業 86,956 101,155

各区基本計画の推進など

市政の円滑な推進 222,999 223,743

「暮らしの工房」づくり支援事業 11,900 10,800

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 5,000 -

を市街地としての生活基盤へ～ <重点枠>

（別途，建設局計上分　31,600千円）

源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏物語 1,100 -

の世界をみんなで再発見」 <重点枠>

山科区における観光の振興～おこしやす“やましな”協議 3,500 -

会への支援～ <重点枠>

小金塚地域の安心・安全なまちづくりの推進 <重点枠> 2,000 -

（別途，建設局計上分　12,500千円）

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 1,500 -

魅力あるまちをめざして～ <重点枠>

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見 2,400 5,000

ルネッサンスプラン」の具体化に向けて～ <重点枠>

ＷＥ　ＬＯＶＥ　ＦＵＳＨＩＭＩ（ウイ・ラブ・伏見）・ 1,000 -

観光支援事業 <重点枠>

区庁舎の維持，管理 772,064 1,319,917

区庁舎総合庁舎化の推進 3,421,277 1,639,000

右京区総合庁舎整備

伏見区総合庁舎整備

左京区総合庁舎整備 <重点枠>

市立浴場運営 523,972 566,190

久世ふれあいセンター運営               9,312 9,736

市民活動総合センター運営など 68,930 71,492
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

市 民 窓 口 事 務 住民票発行等事務 582,237 601,398

戸籍事務電算化検討 <新　規>

　　　　　　　　など

人 権 文 化 の 推 進 人権文化推進計画の推進 55,122 58,167

人権啓発推進の支援 10,000 14,000

コミュニティセンター等運営 284,744 286,807

世界人権問題研究センター運営 50,996 50,889

進路支援事業 447,757 503,335

崇仁交流ゾーン合築施設建設 714,245 171,600

市 民 総 合 相 談 京都市消費生活基本計画の推進 17,894 15,806

・ 消 費 者 対 策 「くらしのリーダー」と「くらしのみはりたい」の創設

<新　規>

消費者啓発，消費者相談など

市民相談事業 36,603 36,798

市民相談，税務相談，法律相談，夜間法律相談

市民生活センター運営 33,936 33,936

生 活 安 全 対 策 生活安全施策の推進 2,360 2,443

  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 7,400 5,650

野生鳥獣対策 2,125 3,000

京都市災害ボランティアセンター運営 2,700 3,000

違法駐車等防止対策 26,570 48,570

重点区域指導啓発

　（雇用対策事業）

　　　　　　　など

交通安全啓発 9,877 10,457

京都市路上喫煙防止条例（仮称）の制定及び推進 30,000 -

<重点枠>
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千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

3 共同参画社会の実現 858,578 861,479

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 10,295 13,385

ランの推進 男女共同参画チャレンジモデル広報事業 <新　規>

「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 212,974 219,180

配偶者等に対する暴力防止の取組 6,303 4,020

民間シェルター等支援

配偶者等に対する暴力実態調査 <新　規>

勤労者，青少年対策 勤労者福祉対策 279,744 278,577

勤労者情報システム運営 788 806

勤労者のセカンドライフ充実支援事業 <新　規> 3,500 -

（「団塊の世代」対策）

青少年育成計画推進 339,014 339,179

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

4 スポーツの振興 2,099,599 1,397,343

スポーツ振興対策 京都シティハーフマラソン 64,500 66,500

市民スポーツフェスティバル 8,600 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

スポーツ振興強化対策事業 5,000 5,000

都市間交流スポーツ事業など

夜間校庭開放事業 148,551 127,751

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 7,700 7,700

（文化市民局－5）



千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

体育振興会運営助成 18,644 18,644

体育指導委員 17,688 19,244

サッカースタジアム整備検討費 3,000 3,000

スポーツ施設の運営 運動公園等運営 774,143 756,061

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 193,254 222,317

右京地域体育館整備 <重点枠> 649,199 -

「団塊の世代」対策の推進（再掲） 24,100 9,542

勤労者のセカンドライフ充実支援事業　　（文化市民局） 3,500 -

新しい生きがいづくり支援策の調査・研究（保健福祉局） 10,000 -

はつらつ高齢者まちづくり支援事業　　　（保健福祉局） 5,300 5,300

シニア創業セミナー（仮称）　　　　　　（産業観光局） 1,000 -

シニア創業塾　　　　　　　　　　　　　（産業観光局） 2,300 2,247

シニアスキルアップ講座　　　　　　　　（産業観光局） 2,000 1,995

（文化市民局－6）



千円 千円

前年度予算額本年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

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

（1）区所管事業（５区７事業） 60,600 26,000

　・原谷地域の新たな都市づくり～開拓政策による農業用 36,600 -

　基盤を市街地としての生活基盤へ～　　　　　（北区）

　・源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏 1,100 -

　物語の世界をみんなで再発見」　　　　　　（上京区）

　・山科区における観光の振興 3,500 -

　～おこしやす“やましな”協議会への支援～（山科区）

　・小金塚地域の安心・安全なまちづくりの推進（山科区） 14,500 -

　・洛西ニュータウンのこれからのまちづくり 1,500 -

　～もっともっと魅力あるまちをめざして～（洛西支所）

　・「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援 2,400 5,000

　～「伏見ルネッサンスプラン」の具体化に向けて～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伏見区）

　・ＷＥ　ＬＯＶＥ　ＦＵＳＨＩＭＩ（ウイ・ラブ・ 1,000 -

　　伏見）・観光支援事業（伏見区，深草支所，醍醐支所）

（2）各局所管事業（６区７事業）

　（総合企画局）

　　・「水垂地区における基盤整備のための構想」 28,000

　　　の推進 ＜伏見区＞

　（文化市民局）

　　・源氏物語千年紀事業「源氏物語ゆかりの地の 8,000

　　　説明板の設置」　 ＜上京区＞

　　・左京区総合庁舎整備　 ＜左京区＞ 52,000

　（保健福祉局）

　　・児童館整備及び整備助成 ＜西京区＞ 260,000

　（都市計画局）

　　・「歩くまち・京都」の推進 ＜東山区＞ 95,000

　（建設局）

　　・都心部放置自転車等対策アクションプログラム 361,800

　　　推進事業 ＜中京区＞

　　・無電柱化事業 ＜東山区＞ 187,000

※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

　　２６事業（延べ件数）
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