
総合企画局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

２８年度は，「はばたけ未来へ！ 京プラン」後期実施計画のスタートを切るとともに，

「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略の本格的推進段階に入る年度である。こ

のため，京都のあらゆる強みを最大限にいかし，参加と協働による市政とまちづくりを

更に深化させながら，実施計画骨子及び総合戦略に掲げる事業を着実に推進し，京都の

未来像の実現と人口減少社会の克服，東京一極集中の是正に積極的に取り組むための予

算を編成した。 

具体的には，国家戦略としての京都創生，双京構想の推進をはじめ，「大学のまち・学

生のまち」の都市特性をいかし，大学を核にした地域連携・企業連携や大学の国際化を

促進するとともに，岡崎地域，京都駅西部エリア，京都駅東南部エリアなど，地域の個

性ある資源をいかした活性化を進めることで，京都ならではの都市格の一層の向上につ

なげていく。 

あわせて，京都のまちづくりに主体的に取り組もうという提案を市民等から募集し，行

政が支援しながら実現を目指す，市民主体のまちづくりの新たな仕組みを創設するととも

に，京都市への移住を促進するため，総合的な移住相談・支援体制を構築する。 

 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞  

大学の知を活かした多角的な市政研究事業              6,000 千円 

国立京都国際会館の多目的ホールにおける「京都らしい設え」の実施 10,000 千円 

京都岡崎の夜の賑わいづくり！ライトアップ事業（京の七夕連携事業） 5,000 千円 

京都駅東南部エリアの活性化方針の策定               2,200 千円 

“みんなごと”のまちづくり推進事業（仮称）（補正）        20,000 千円 

「『住むなら京都
み や こ

』移住サポートセンター（仮称）」の開設・運営   10,000 千円 

「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 千円 

「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 千円 

留学生の就職活動・住まい探し支援の充実              4,900 千円 

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 千円 

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 千円 

京都市市民憲章６０周年記念啓発事業                3,000 千円 
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更なる情報セキュリティ対策の強化                17,600 千円 

京都市におけるオープンデータの推進                6,000 千円 

北部山間地域における光ファイバを利用したインターネット環境の整備促進 

430,000 千円 

  京都・プラハ姉妹都市提携２０周年記念事業              

全体事業費 16,227 千円（うち政策枠 7,300 千円） 

 

＜局枠等新規・充実事業＞ 

  大型汎用コンピュータのオープン化の推進            3,355,675 千円 
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３　総合企画局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 6,856,000 5,499,000

1 市政の総合的な推進 1,216,716 1,118,061

市政の企画・調整等 「はばたけ未来へ！  京プラン」の推進，政策評価 1,740 11,740

大学の知を活かした多角的な市政研究事業 <政策枠> 6,000 -

国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推進 44,120 43,700

京都創生ＰＲ事業「京あるきin東京」

　　　　　　　　　　　　　　　　など

国立京都国際会館の多目的ホールにおける「京都らしい設 10,000 -

え」の実施 <政策枠>

　調度・備品の制作に向けた仕様等の検討

リニア中央新幹線の誘致推進 4,600 5,000

岡崎地域活性化ビジョンの推進 38,400 54,600

京都岡崎の夜の賑わいづくり！ライトアップ事業（京の

七夕連携事業） <政策枠>

京都岡崎における「文化の薫り漂う，歩いて楽しい岡

崎」の推進，「京都岡崎魅力づくり推進協議会」の運営

京都駅西部エリアの活性化推進事業 30,000 30,000

「賑わいゾーン」活用に向けた取組の推進，エリアマネ

ジメント組織を中心とした賑わい創出事業，魅力情報発

信など

京都駅東南部エリアの活性化方針の策定 <政策枠> 2,200 -

山ノ内浄水場跡地活用の推進 100 589

東部クリーンセンター跡地活用の推進 100 5,000

地方分権改革・広域連携の推進 56,704 55,889

関西広域連合，指定都市市長会に係る負担金など

重要事務事業の進行管理，秘書事務など 39,895 48,113

参加と協働による市 市民参加推進計画の推進 2,924 8,800

政運営

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

＜総合企画局所管＞

（総合企画局－1）
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千円 千円

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

「『住むなら京都
 みやこ

』移住サポートセンター（仮称）」の開 10,000 -

設・運営 <政策枠>

市民参加・協働促進啓発事業 3,850 3,950

大学のまち京都・学 大学を核とした地域連携・企業連携の推進 33,500 13,500

生のまち京都の推進 「学まち連携大学」促進事業～地域と連携する大学を応

援～ <政策枠>

学まちコラボ事業（大学地域連携創造・支援事業）

京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成

輝く学生応援プロジェクト 10,000 10,500

「京（みやこ）グローバル大学」促進事業～大学の国際化 21,000 -

を応援～ <政策枠>

総合的な留学生誘致及び支援の推進 27,200 22,300

留学生スタディ京都ネットワーク

　留学生の就職活動・住まい探し支援の充実 <政策枠>

来日直後の留学生を支援する「ウェルカム・パッケー

ジ」 <政策枠>

　など

学生が発信！「大学のまち京都」プロモーション事業 2,500 2,500

大学のまち交流センター管理運営 323,489 189,105

空調機器改修など

市 政 広 報 等 多様な媒体を活用した市政広報・広聴の推進 406,666 404,664

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 <政策枠>

京都市市民憲章６０周年記念啓発事業 <政策枠>

市民しんぶん，テレビ・ラジオ広報，インターネット広

報，戦略的広域シティＰＲ事業，市長への手紙，市政情

報総合案内コールセンター運営など

東 京 事 務 所 東京事務所運営 43,685 46,828

2 情報化推進 5,288,930 4,088,557

情 報 化 推 進 イントラネットの管理運営など 623,768 585,773

更なる情報セキュリティ対策の強化 <政策枠>

　　　　　　　　　　　　　　　など

（総合企画局－2）
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千円 千円

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額前年度予算額

行政業務情報化推進 185,764 194,018

人事給与，財務会計，文書管理の各システム運営など

大型汎用コンピュータ管理運営 3,814,192 2,198,247

大型汎用コンピュータのオープン化の推進など

 マイナンバー法に係る情報連携基盤の運用 60,097 205,356

京都市におけるオープンデータの推進 <政策枠> 6,000 -

データ公開サイトの構築など

北部山間地域における光ファイバを利用したインターネッ 430,000 -

ト環境の整備促進 <政策枠>

電子窓口サービス共同事業 14,016 16,221

情報公開，情報提供，個人情報保護 6,891 7,462

文書管理事務 51,573 51,294

統 計 調 査 受託統計調査 88,368 822,004

経済センサス-活動調査など

3 国際化推進 350,354 292,382

国 際 化 推 進 姉妹都市交流事業 16,227 28,228

京都・プラハ姉妹都市提携２０周年記念事業 <政策枠>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

世界歴史都市連盟事業 19,453 7,253

第１５回世界歴史都市会議への代表団派遣（バート・イ

シュル市）など

京都文化交流発信事業の推進 7,000 7,000

多文化共生施策の推進 27,710 9,500

地域・多文化交流ネットワーク促進事業

多文化施策審議会運営，医療通訳派遣など

留学生支援 14,531 17,646

留学生優待プログラム，国民健康保険料の助成

国際交流会館管理運営 241,286 201,094

イベントホール照明設備改修工事など

（総合企画局－3）
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