
（③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・京都」など， 

京都ならではの魅力の向上による「世界の文化首都・京都」の実現） 

 

〔単位：千円〕 

 

 

③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・

京都」など，京都ならではの魅力の向上による「世界の文

化首都・京都」の実現 

４０項目 1,561,600 

＜行財政局＞ 

１ 芸術大学移転整備事業                                          20,000 

３５年度に全キャンパスが一括して移転することを踏まえ，芸術大学が世界を視野

に更なる飛躍を目指すとともに，文化芸術都市・京都の発展に大きく貢献できるよう，

移転整備の全体コンセプトや施設の配置計画，事業規模，事業スケジュール等を盛り

込んだ基本計画を策定する。 

〔行財政局 総務課 TEL 222-3045〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（行財政局）】 

［充実事業］ 

◇西京区・洛西地域の新たな活性化事業及び移転整備プレ事業 

                   全体事業費9,000（うち充実分5,000） 

 

＜文化市民局＞ 

２ スポーツ・文化・ワールド・フォーラムの開催            32,000 

   東京オリンピック・パラリンピック等に向けてスポーツや文化による国際貢献等の議

 論・情報発信を行い，国際的な機運を高めることを目的とした国主催のキックオフイベ

 ント「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」について，府・京都商工会議所と協力

 し，京都会場での会議を開催する。併せて，市独自事業として同時期に文化芸術に触れ

 ることのできるワークショップを開催する。 

 開催時期・場所 ２８年１０月１９日～２０日 京都 

         ２８年１０月２０日～２２日 東京 

                   〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

３ 学校教育をはじめ，あらゆる機会を通じた伝統的な文化芸術に触れる取組 

 （公演鑑賞）                           6,700 

  中学生を対象に, 和の文化を体感できる場所（能楽堂や歌舞練場等）において，伝統

芸能を鑑賞する公演を行い，子どもたちが優れた文化芸術に触れる機会を提供する。 

〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

４ 京都文化フェア（仮称）２０１６－２０２０の実施         14,000 

  東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として，世界に向けて京都の文化  

芸術を発信し体感してもらう「京都文化フェア（仮称）」を府・市・京都商工会議所の 

オール京都で実施する。 

 ２８年度は，実施計画の策定を進めるとともに，１０月のスポーツ・文化・ワールド・

フォーラムをキックオフとしてシンポジウムやワークショップなどを開催する。 

                                    〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

５ 大政奉還１５０周年記念プロジェクト（仮称）の実施         13,000 

大政奉還から１５０周年となる２９年を迎えるに当たり,幕末・維新に京都で活躍し

た先人たちの歩みを改めて振り返り，再評価・再認識するとともに，先人を縁とする都

市と交流・連携を深める記念プロジェクトを実施する。 

２８年度は，オープニング事業や都市間連携事業を実施するとともに，当該プロジェ

クトの一環として市民への公開等を行うため，２５年度に本市へ寄贈された岩倉具視関

係資料のうち，京都市指定文化財等の修復を行う。 

                                    〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

                    〔文化市民局 歴史資料館 TEL 241-4312〕 

６ 東アジア文化都市２０１７の実施                110,000 

「東アジア文化都市」は，日中韓文化大臣会合の決定に基づき，３箇国において文化

芸術の力を活かして発展する都市を毎年選定し，様々な文化事業を実施する事業であり，

２９年（２０１７年）は，京都市が開催候補都市に決定している。 

２８年度は実行委員会を立ち上げ，プレ事業を実施し，２９年当初からオープニング

事業等を実施する。 

                                    〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

７ 世界考古学会議（ＷＡＣ）第８回京都大会市民参加型講演会共催事業  3,700 

世界最大規模の考古学の学会である世界考古学会議（ＷＡＣ）第８回大会が，東アジ

アで初めて京都市で開催（開催期間：２８年８月２８日から９月２日まで）される。 

同会議が開催される機会を捉え，市民の皆様と歴史・文化・文化財保存の意義や重要

性を共有することを目的として，市民参加型講演会を世界考古学会議（ＷＡＣ８）実行

委員会と共催する。 

                                      〔文化市民局 文化財保護課 TEL 366-1498〕 

８ 京都市美術館再整備事業                          284,800 

京都市美術館が，将来にわたり国内外の人々を魅了する世界に誇れる美術館となる

よう，近代建築として高い評価を得ている現在の建物を活かしつつ，時代のニーズに

対応した機能の充実を図るため，本館の全面改修と新館の整備を柱とする再整備事業

を進める。 

 ２８年度は，実施設計等を行う。 

〔文化市民局 美術館 TEL 771-4107〕 

〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

＜文化市民局・産業観光局＞ 

９ 伊藤若冲生誕３００年記念事業                   26,000 

 江戸時代中期に京都で活躍した絵師・伊藤若冲の生誕３００年という節目の年を迎

  えることから，これを重要な年次テーマとして捉え，若冲ゆかりの美術館，寺院等と

  連携し，生誕３００年を記念した多彩な取組を展開し，若冲の魅力を国内外に発信す

  る。 

 また，商店街等や伝統産業界が実施する若冲を題材とした販売促進事業等を支援し，

  相乗効果による商店街や伝統産業の振興を図る。 

 事業内容 

  伊藤若冲をテーマとしたシンポジウムやワークショップの開催 

  京都市美術館における伊藤若冲生誕３００年記念展覧会の開催 

  伊藤若冲にちなんだ販売促進事業等を実施する商店街等への支援 

  伊藤若冲にちなんだ展示会や伝統産業製品の販路開拓・需要開拓を実施する団体

    への支援 など 
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〔単位：千円〕 

 

 

                 〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

                                         〔文化市民局 美術館 TEL 771-4107〕 

                                          〔産業観光局 商業振興課 TEL 222-3340〕 

                                          〔産業観光局 伝統産業課 TEL 222-3337〕 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（文化市民局）】 

［新規事業］ 

◇羅城門１０分の１模型移転プロジェクト支援事業（仮称）                5,000 

◇京都市動物園グランドオープン記念事業                     14,800 

◇鴨川・高瀬川地域の歴史遺産継承・活用事業                     3,800 

 

＜産業観光局＞ 

10 未来へつなぐ「きもののまち・京都」プロジェクト（補正）     8,000 

 和装業界等がきもののユネスコ無形文化遺産登録を目指していることに加え，本市

でも２７年度に「京のきもの文化」を「京都をつなぐ無形文化遺産」に選定すること

を契機として，誰もがきものに親しむ機会の創出や「京もの」ブランド確立に向けた

取組を推進する。 

◆「和装（きもの）」ユネスコ無形文化遺産登録啓発イベントの実施 3,000    

「きもの」に関する啓発活動を業界団体と共同で実施 

◆市立高校生きもの着付け体験モデル事業             2,000 

市内の市立高校生を対象とした着付け体験モデル事業を業界団体と共同で実施 

（教育委員会の「市立高校生徒を対象とした「茶道」を中心としたおもてなし事業  

 の実施」とも連携） 

 ◆伝統産業製品のブランド構築に向けた生産履歴システムの確立   3,000 

詳細な生産履歴が検索できるＷＥＢシステムを業界団体と共同で構築 

〔産業観光局 伝統産業課 TEL 222-3337〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

＜環境政策局＞ 

11 水素エネルギー普及促進事業                    169,100      

 太陽光エネルギーから水素を製造することで二酸化炭素を排出しないＣＯ２フリー

のコンパクトなスマート水素ステーションを本市が先駆的に導入するとともに，ここ

を拠点として最新型の燃料電池自動車（ＦＣＶ）による体験乗車を実施し，ＦＣＶへ

の再生可能エネルギーによる水素供給の仕組み等について広く市民に普及啓発する。 

併せて，市内で開催されるイベントや市民が参加する防災訓練等でＦＣＶを積極的

に活用し，水素エネルギーに対する理解の向上等を図る。 

    全体事業費 １７８百万円（政策枠１６９百万円，局配分枠９百万円） 

〔環境政策局 地球温暖化対策室 TEL 222-4555〕 

12 すまいの創エネ・省エネ応援パビリオン                   4,500 

「京都市エネルギー政策推進のための戦略」に掲げる再生可能エネルギーの飛躍的

な普及拡大に向け，創エネ・省エネ設備導入による環境負荷の低減効果や，家計面及

び防災面でのメリットを，今まで関心がなかった市民も含め，より多くの市民に理解

していただき，設備導入の促進につなげる。 

 実施内容 

  大型ショッピングセンターのイベント広場等の中規模会場において，創エネ・

  省エネ設備の導入等につながる展示や相談等のイベントを実施 

               〔環境政策局 地球温暖化対策室 TEL 222-4555〕 

13 環境教育基本指針の策定                     1,000                          

家庭，学校，職場，地域その他のあらゆる場において環境とのつながりや，環境保

全についての理解を深めるための教育及び学習としての環境教育を，ライフステージ

に応じて系統的かつ統合的に推進するための，環境教育基本指針を策定する。 

〔環境政策局 環境総務課 TEL 222-3450〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

14 食品ロス・レジ袋削減等２Ｒ推進事業～ごみになるものを作らない・買わな 

い「リデュース」と繰り返し使う「リユース」の推進～      27,000                   

ピーク時からの「ごみ半減以下」の実現に向け，「食品ロス（※１）」と「レジ袋」

の大幅な削減に重点的に取り組み，２Ｒ（※２）の促進をさらに強化する。 

また，市民，事業者，さらには観光に訪れた皆様方の主体的な２Ｒによるごみ減量

を促進するとともに，ライフスタイル・ビジネススタイルの転換を発信し，ごみ減量

の成果に繋げていく。 

 実施内容 

 環境にやさしい修学旅行（エコ修学旅行）の企画・実践 

 高齢者入所施設における食品ロスの２Ｒと分別・リサイクルのモデル実施 

 ２Ｒ行動や資源の分別等を促すスマートフォンアプリの制作 

  レジ袋削減等２Ｒに関する啓発媒体作成 など 

    ※１ 食品ロス：手付かず食品及び食べ残し 

    ※２ ２Ｒ：ごみになるものを作らない・買わないといった「リデュース」と

              繰り返し使う「リユース」 

  〔環境政策局 ごみ減量推進課 TEL 213-4930〕 

15 せん定枝の分別・リサイクル推進モデル事業               3,500         

燃やすごみを減らし資源化を進めるため，市民の皆様がせん定枝を分別排出できる

機会を拡大し，市民サービスを向上させるとともに，ごみ減量を加速させる。          

         〔環境政策局 まち美化推進課 TEL 213-4960〕 

16 焼却灰のセメント原料化の試行実施                             12,700 

廃棄物減量等推進審議会からの答申を受け，東部山間埋立処分地の延命策について

検討を深めるため，民間企業への委託による焼却灰のセメント原料化を試行実施する。                         

〔環境政策局 施設整備課 TEL 212-8500〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（環境政策局）】 

［新規事業］ 

◇「エコ学区」ステップアップ事業（従来の「エコ学区」事業による３箇年の支援 

 が終了した学区等を対象に実施）                   40,800 

［充実事業］ 

◇すまいの創エネ・省エネ応援事業   全体事業費271,000（うち充実分 34,000） 

◇「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？」推進事業～環境にやさしいライフスタイルへ 

 の転換～                全体事業費  31,000（うち充実分 21,600） 

◇生物多様性保全推進事業      全体事業費   9,800（うち充実分    700） 

 

＜都市計画局＞ 

17 京町家保全・活用推進事業                    12,900 

本市では，歴史都市・京都の歴史・文化・町並みの象徴である京町家の保全・活用

を推進するため，様々な支援策を講じてきたが，京町家の滅失は，依然として進行し

ている。 

このため，２８年度は，これまでの取組を推進するとともに，新たに以下の取組を

実施する。 

・京町家の魅力の発信による新たな需要層の掘り起こし 

・京町家所有者と活用希望者の効果的なマッチング手法の検討 

・京町家の保全・活用を推進する新たな仕組みの検討 

全体事業費 ２４百万円（政策枠１３百万円，政策枠以外１１百万円） 

               〔都市計画局 まち再生・創造推進室 TEL 222-3503〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

18 魅力あるまちづくりを目指した持続可能な都市の構築の検討        11,600 

    「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略において一定の人口減少及び高齢

化は避けられない状況と見込まれる中，持続可能な都市の構築を目指す必要があること

から，地域毎に土地利用の動向及び商業施設や医療施設といった用途毎の建築物の動向

について経年的に把握・分析を行い，魅力あるまちづくりに向けた必要な施策の検討に

活用する。 

                     〔都市計画局 都市計画課 TEL 222-3505〕 

19 地域の特性に応じた住民主体の景観づくりへの支援             4,600 

    本市では，地域の特性に応じた住民主体の景観づくりを推進するため，地域の方々

  が思いや方向性を共有し，更には建築主や事業者等と一緒になって地域の景観づくり

  を進めていくことを目的に，本市独自の制度である「地域景観づくり協議会制度」を

  整備している。 

   この制度の普及啓発を図るとともに，各地域への専門家の派遣等，制度の活用及び

  地域の活動の充実に向けた支援を行う。 

                                     〔都市計画局 景観政策課 TEL 222-3397〕 

 

＜都市計画局・建設局＞ 

20 「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進                  214,600 

  ◆パークアンドライド利用の促進        12,000 

     市内への自家用車流入の抑制を推進するため，パークアンドライドの利用促進に向

     けて，これまでの取組を推進するとともに，新たに以下の取組を実施する。 

    ・ ホームページによる情報発信の充実 

    ・  駐車場利用促進に向けたインセンティブの検討及びラジオや横断幕等による 

     駐車場への誘導強化（観光シーズン） 

    ・ 駐車場の利用状況調査と更なる利用促進策の検討 

                〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕 
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〔単位：千円〕 

 

 

◆京都駅南口駅前広場の整備          41,500 

  ２８年３月のプレオープン，２８年１２月のグランドオープンに向けて整備し，観

 光バスプールやタクシー乗降場，送迎ゾーン等の交通施設の供用開始を行うため，エ

 リアマネジメント会議において運用方法及び管理ルール等の検討を行うとともに，タ

 クシーショットガン実施等の駅前広場の円滑な運用，利用者への周知及び適切な案内

 誘導を行う。 

 全体事業費 ２，０４８百万円（政策枠４１百万円，政策枠以外２，００７百万円） 

      〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕 

                                          〔建設局 道路建設課 TEL 222-3577〕 

◆安心・安全な東大路歩行空間創出事業  5,000 

   安心・安全な歩行空間の創出に向け，引き続き，地元住民や関係団体の皆様と情報

    共有を図りながら，歩道勾配やバス待ち環境等の課題解決策の検討を進める。 

〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕 

◆駅等のバリアフリー化の推進      156,100 

 「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」に掲げる重点整備地区（１０地区・

１１旅客施設）等のバリアフリー化を推進する。 

駅施設のバリアフリー化 

（継続）京福：西院駅 

     阪急：西院駅，嵐山駅，松尾大社駅，上桂駅 

ホームにおける転落防止対策 

（新規）ＪＲ西日本：嵯峨嵐山駅 

    近鉄：向島駅 

全体事業費 １８２百万円 

         （政策枠１５６百万円，政策枠以外８百万円，補正１８百万円） 

       〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（都市計画局）】 

［新規事業］ 

◇北陸新幹線の誘致推進                                     2,000 
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（③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・京都」など， 

京都ならではの魅力の向上による「世界の文化首都・京都」の実現） 

 

〔単位：千円〕 

 

 

＜建設局＞ 

21 おもてなし除草                         38,000 

 市民の皆様が快適に利用できる道路環境を維持するとともに，京都の美観を維持し，

「おもてなしの心」で入洛観光客を迎え入れるため，観光地周辺道路や幹線道路の沿道

の雑草に対して，防草シート等による防草対策を実施する。 

〔建設局 土木管理課 TEL 222-3568〕 

22 歴史都市・京都にふさわしい，良好な道路空間の創出        25,000 

 多くの市民や観光客が訪れる世界文化遺産，歴史的建造物等の周辺地域や京都らしい

たたずまいを有する地域において，石畳風舗装の景観に調和した道路整備を実施するこ

とで，周辺にお住まいの方々や観光客が安全で快適に通行できる良好な道路空間を創出

する。 

  施工箇所（改修） 嵯峨鳥居本 

〔建設局 土木管理課 TEL 222-3568〕 

23 水路等に架かる通路橋適正化事業                 17,900 

 水路をはじめ普通河川や準用河川の適正な利用と公平性の確保を図るため，占用許可

を得ずに占用を続けている水路等に架かる通路橋について，設置者に対する個別指導を

実施するなど適正化を進める。 

〔建設局 道路河川管理課 TEL 222-3564〕 

24 重点地区における自転車走行環境の整備              89,900 

 ２７年度中に策定する「京都市自転車走行環境整備ガイドライン」に基づき，幹線道

路は自動車走行推奨帯，細街路は路面標示（ピクトグラム）により，自転車走行環境の

整備を進める。 

 ２８年度は，重点地区（都心部地区，西院地区，らくなん進都地区）のうち都心部地

区の概ね今出川通～東大路通～丸太町通～烏丸通で囲まれたエリアとその周辺部で整

備するとともに，走行ルールの周知を図る。 

〔建設局 自転車政策推進室 TEL 222-3565〕 

〔建設局 道路環境整備課 TEL 222-3570〕 
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（③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・京都」など， 

京都ならではの魅力の向上による「世界の文化首都・京都」の実現） 

 

〔単位：千円〕 

 

 

25 駐輪場における誰もが利用しやすい２段ラックへの更新       40,100 

 駐輪場の利便性向上のため，自転車の出し入れ時に大きな力を要せず，高齢者や女性

をはじめ誰もが取り扱いやすい２段ラックに更新する。 

 ２８年度は，ラックが老朽化しており，かつ，稼働率が高い駐輪場２箇所（御陵駅南，

円町駅）で更新を行う。 

〔建設局 自転車政策推進室 TEL 222-3565〕 

26 民間自転車等駐車場整備助成金の拡充                4,000 

 地価が高いことなどにより駐輪場の整備が進まない地域において，助成金の上限を 

６００万円（現行４００万円）に引き上げ，民間自転車等駐車場の整備を促進する。 

 全体事業費 ３２百万円（政策枠４百万円，政策枠以外２８百万円） 

〔建設局 自転車政策推進室 TEL 222-3565〕 

27 名勝円山公園再整備                       55,100 

 ２７年度中に策定する「名勝円山公園保存管理計画」に基づき，本市の貴重な文化遺

産である「名勝円山公園」の歴史的環境を保存し，更なる魅力の向上により来園者を「お

もてなし」するため，再整備（修復）を行う。 

 ２８年度は，実施設計等を行う。 

  整備期間 ２８～３６年度 

〔建設局 みどり政策推進室 TEL 741-8600〕 

28 梅小路公園魅力向上                       38,000 

 京都鉄道博物館のグランドオープンにより，来園者の増加が見込まれる梅小路公園の

魅力と来園者の利便性及び安心・安全を更に高めるために，トイレや石材園路の改修等

を行う。 

〔建設局 みどり政策推進室 TEL 741-8600〕 

29 東山自然緑地における花の名所づくり               170,100 

 長年にわたり，市民生活や産業・文化を支えてきた歴史を持ち，市民の憩いの場とし

て親しまれる琵琶湖疏水沿いに位置する東山自然緑地において，琵琶湖疏水通船復活の

検討を契機に，老朽化したトイレの修繕や支障木伐採などの再整備を行うことで，市民

や観光客が快適に四季の花木を楽しめる散策路としての魅力向上を図る。 

〔建設局 みどり政策推進室 TEL 741-8600〕 
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（③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・京都」など， 

京都ならではの魅力の向上による「世界の文化首都・京都」の実現） 

 

〔単位：千円〕 

 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（建設局）】 

［新規事業］ 

◇京都サイクルパス制度（仮称）創設に向けての検討          10,400 

◇歴史的風土を生かした広沢池周辺整備の検討             4,000 

 

＜教育委員会＞ 

30 市立高校生徒を対象とした「茶道」を中心としたおもてなし事業の実施 3,000 

市立高校生が「茶道」及びその他の伝統文化を体験する機会を創設し，我が国の伝

統文化を理解し，尊重する契機とするとともに，世界中からの観光客をおもてなしの

心で迎える素養の育成を図る。 

実施に当たっては，産業観光局の市立高校生きもの着付け体験モデル事業とも連携

した取組を展開する。 

                                 〔教育委員会事務局 学校指導課 TEL 222-3811〕 

31 第２５回世界博物館大会（ＩＣＯＭ２０１９），東京オリンピック・パラリンピ 

  ック開催に向けた市内博物館振興                  3,800 

３１年度に京都で開催される世界博物館大会（ＩＣＯＭ２０１９）や，東京オリン

ピック・パラリンピックの開催に向け，２０７館が加盟（２７年１２月時点）し，京

都独自の強みである京都市内博物館施設連絡協議会（京博連）のネットワークを生か

した博物館の振興策を展開し，国内外への京都の文化・芸術の発信力の向上と博物館

の活性化を図る。 

                               〔教育委員会事務局 生涯学習部 TEL 251-0420〕 

32 個人情報等情報セキュリティ強化対策                4,000 

教育委員会が所管している情報システムについて，年々巧妙化する標的型攻撃への

対策として，通信ログ等の監視を行い，更なる情報セキュリティ強化対策を講じる。 

〔教育委員会事務局 学校事務支援室 TEL 841-3505〕 
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（③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・京都」など， 

京都ならではの魅力の向上による「世界の文化首都・京都」の実現） 

 

〔単位：千円〕 

 

 

＜総合企画局＞ 

33 大学の知を活かした多角的な市政研究事業             6,000 

 「大学のまち」として集積された大学の知を本市の政策・施策に反映し，市政を推進

していくため，大学コンソーシアム京都と協働し，本市が指定するテーマについて，研

究者のグループからなる分野横断的な複数の研究ユニットにより，多角的な観点から調

査研究を行う。 

〔総合企画局 総合政策室 TEL 222-3103〕 

34 「学まち連携大学」促進事業～地域と連携する大学を応援～     20,000 

 「大学のまち・学生のまち」として集積された大学の知や学生の力を，地域の課題解

決や活性化にいかすとともに，地域と連携しつつ学生が学ぶ機会を創出するため，地域

と連携した教育プログラムを開発・実施する大学に対して，大学コンソーシアム京都と

の協働により支援を行う。また，各大学における地域連携の事例や，学まちコラボ事業，

区民提案・共汗型まちづくり支援事業における大学・地域連携の事例を広く発信する機

会として，「大学・地域連携サミット（仮称）」を開催する。 

〔総合企画局 総合政策室 TEL 222-3103〕 

 

35 「京（みやこ）グローバル大学」促進事業～大学の国際化を応援～  21,000 

 「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略及び「はばたけ未来へ！ 京プラ

ン」後期実施計画骨子に掲げる３２年の留学生数１万５千人の目標達成を目指すととも

に，大学・学生の国際化を促進し，国際社会で活躍できる学生の育成や，海外からの優

秀な学生・研究者の受入れにつなげるため，大学が実施する留学生の誘致事業や，日本

人学生の海外留学促進事業，海外大学との提携事業等に対して支援を行う。 

〔総合企画局 総合政策室 TEL 222-3103〕 

36 来日直後の留学生を支援する「ウェルカム・パッケージ」      3,200 

 初めて来日する留学生の生活上の不安をできる限り取り除き，勉学に専念できる環境

を整えるとともに，日本人学生との交流を育む契機とするため，大学・区役所などの行

政機関等と連携し，来日直後の留学生に必要な行政手続や，生活ルール等に係る情報提

供を行うとともに，学生ボランティアによるサポートを促進する。 

〔総合企画局 総合政策室 TEL 222-3103〕 
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（③ 文化芸術都市，環境にやさしい循環型社会，「歩くまち・京都」など， 

京都ならではの魅力の向上による「世界の文化首都・京都」の実現） 

 

〔単位：千円〕 

 

 

37 留学生の就職活動・住まい探し支援の充実             4,900 

 オール京都（大学，日本語学校，経済界，公的機関等）で留学生誘致・支援を推進す

る「留学生スタディ京都ネットワーク」において，留学生向け有給インターンシップや

留学生向け住宅物件情報の発信に取り組むほか，総合ポータルサイトの多言語化の充実

を図るなど，留学生誘致のための情報発信を更に強化する。 

〔総合企画局 総合政策室 TEL 222-3103〕 

38 京都・プラハ姉妹都市提携２０周年記念事業            7,300 

 プラハ市（チェコ共和国）との姉妹都市提携２０周年を記念して，両市の代表団の相

互派遣を行う。また，京都市内において，プラハの魅力やチェコの音楽等を紹介するイ

ベントを実施するほか，プラハ市において，日本人・チェコ人狂言師による２箇国語狂

言公演や音楽交流等，京都の魅力や文化を紹介するイベントを実施するとともに，京都

の歴史や文化を紹介するＤＶＤの上映，ポスターの展示など，京都創生の海外発信を行

う。 

 全体事業費 １６百万円（政策枠７百万円，政策枠以外９百万円） 

〔総合企画局 国際化推進室 TEL 222-3072〕 

39 京都市公式アプリ“Ｈｅｌｌｏ ＫＹＯＴＯ”プロモーション及びコンテンツ 

 の充実                                    13,000 

 京都の様々な情報を発信し，国内外の多くの京都ファンを結ぶ京都市公式スマートフ

ォン用アプリ“Ｈｅｌｌｏ ＫＹＯＴＯ”について，継続的に利用していただくための

ポイント機能や，ツイッターで発信された京都に関する生の声をリアルタイムに表示す

る機能など，コンテンツの充実を図るとともに，アプリをより多くの方に知っていただ

き，活用していただくため，発信力のあるアーティストのＳＮＳ等を活用したプロモー

ション活動を実施する。 

〔総合企画局 市長公室 TEL 222-3094〕 

40 更なる情報セキュリティ対策の強化                17,600 

 マイナンバーを利用する情報システムにおける情報セキュリティ対策について，適切

な安全管理措置が行われていることを客観的・専門的な観点から監査するとともに，年々

巧妙化する標的型攻撃への対策として，通信ログ等の常時監視を行い，更なる情報セキ

ュリティ対策の強化を図る。 

〔総合企画局 情報化推進室 TEL 222-3255〕 
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