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〔単位：千円〕 

④ 参加と協働による地域の個性と活力あふれるまちづくり 

 

２１項目 620,100 
 

＜総合企画局＞ 

１ 西陣の歴史力，文化力，地域力，人間力を活かした地域の活性化   8,000 

西陣を中心とした地域が有する西陣織をはじめとする伝統産業，伝統文化・伝統芸

能，寺社，花街の文化，商店街，観光スポットなど，多彩な歴史・文化・観光資源を

活かした活性化ビジョンを策定するとともに，地域で継承されてきた魅力等を集中的

に発信し，地域住民をはじめ幅広く市民等に体験いただくなど，活性化に向けた機運

醸成に取り組む。 

〔総合企画局 プロジェクト推進室 TEL 222-3992〕 

２ 京都駅東部エリアの将来構想策定                 6,000 

京都市立芸術大学等の移転が予定され，文化芸術を基軸としたまちづくりにより，

本市全体の活性化に繋がる大きな効果を期待できる京都駅東部エリアにおいて，京都

の玄関口にふさわしい個性豊かで魅力的なまちづくりを進めるため，地域の方や学識

経験者等で構成する検討委員会を設置し，京都駅東部エリアの将来構想を策定する。 

〔総合企画局 プロジェクト推進室 TEL 222-3176〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（総合企画局）】 

［新規事業］ 

◇次期「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画」の策定        5,000 

［充実事業］ 

◇京都・近畿の発展に資する国有地の有効活用に向けた調査・検討 

全体事業費   8,300（うち充実分   2,300） 
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〔単位：千円〕 

＜文化市民局＞ 

３ 地域コミュニティ活性化推進事業の充実               5,800 

京都が誇る「地域力」を未来に引き継ぎ，地域住民が支え合い，安心して快適に暮

らすことができる地域コミュニティの実現に向けて，まちづくりアドバイザーを地域

コミュニティサポートセンターに配置し，区役所・支所等と連携し，直接現地に出向

くなど，自治会・町内会を支援する取組をさらに強力に進めていく。 

〔文化市民局 地域自治推進室 TEL 222-3049〕 

４ 区役所窓口サービス向上・業務効率化に向けた取組          59,000 

引越，婚姻，出生などをきっかけに，戸籍・住民登録の手続とあわせて生じる複数

の手続を，これまで以上に，スムーズに漏れなく済ませることができる総合受付窓口

（仮称）の創設など，区役所・支所の窓口改革の取組を推進する。 

３０年度は，総合受付窓口（仮称）の創設に向けて，マニュアルの作成や試行的な

フロアサービスの充実を行うとともに，証明書のコンビニ交付の開始の時期と合わせ

て，窓口でも，専用の端末を使ってマイナンバーカードで簡易に証明書の交付が受け

られるサービスの開始などの取組を進める。 

〔文化市民局 地域自治推進室 TEL 222-3085〕 

５ 災害ボランティアの育成                      2,000 

京都市災害ボランティアセンターにおいて，被災地での活動を想定した研修会の実

施などにより，災害ボランティア運営の担い手育成・ネットワークの構築を行う。 

〔文化市民局 地域自治推進室 TEL 222-4072〕 

６ 「インターバル速歩」を活用した健康長寿のまち・北区の推進     1,500 

「健康長寿のまち・北区」を推進するため，京都産業大学と連携し，ロコモティブ

シンドロームの予防や生活習慣病リスクの改善に効果があるとされている「インター

バル速歩」の普及啓発を行う。（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算の共汗型事

業として実施） 

〔北区役所 健康長寿推進課 TEL 432-1438〕 
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〔単位：千円〕 

７ 【ニコニコ北っ子】子どもとはぐくむ地域の絆            1,100 

「はぐくみ文化の創造」と「地域コミュニティの活性化」，さらには「レジリエント

なまちづくり」を進めるため，様々な世代の住民の方々が，地域の子どもと顔の見え

る関係を築けるよう，相互に接する機会を創出する取組を地域の実情に応じて推進す

る。（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算の共汗型事業として実施） 

〔北区役所 地域力推進室 TEL 432-1199〕 

〔北区役所 子どもはぐくみ室 TEL 432-1284〕 

８ 上京型観光の創出～アプリを活用した魅力発信            1,400 

上京区内で培われてきた文化や町並み等の魅力を，地域の方や観光客に知っていた

だけるよう，地域のスポットやおススメ情報を集約したアプリを作成し，配信する。

（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算の共汗型事業として実施） 

〔上京区役所 地域力推進室 TEL 441-5029〕 

９ 西京区の魅力と文化の発信 ～西京区認知度ｕｐ大作戦～        1,300 

西京区内外から広く人が集まる阪急嵐山駅，松尾大社等で，西京区の寺社や観光地，

そして，まだ注目されていない埋もれた文化財やその土地の魅力などを紹介すること

で，西京区の魅力と文化を発信し，観光の分散化を図る。（区民提案・共汗型まちづく

り支援事業予算の共汗型事業として実施） 

〔西京区役所 地域力推進室 TEL 381-7158〕 

10 北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進       10,700 

北部山間地域においては，２８年度から，国の制度である「地域おこし協力隊」（生

活の拠点を移し，地場産業の開発，販売，ＰＲを行う）等を活用した「北部山間かが

やき隊員」の取組を行っており，３０年度は２名増員（７名→９名）し，地域活性化

を推進する。 

全体事業費 ３９百万円（政策１１百万円，政策以外 ２８百万円） 

〔文化市民局 地域自治推進室 TEL 222-3049〕 
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〔単位：千円〕 

11 市内産木材を利用したちびっこひろばの整備事業           5,900 

「豊かな森を育てる府民税交付金」を活用し，ちびっこひろばに市内産木材を活用

したベンチ等を整備し，木の良さ，ぬくもりを実感していただくことで，木の文化継

承の機会を創出する。 

〔文化市民局 地域自治推進室 TEL 222-3049〕 

12 ふれあい広場の整備                       1,000 

「豊かな森を育てる府民税交付金」を活用し，旧寺之内交番跡地において，木製ベ

ンチや東屋など市内産木材をふんだんに使用したふれあい広場を整備し，多様な世代

が集い，地域コミュニティの核となる場を創設する。 

〔上京区役所 地域力推進室 TEL 441-5029〕 

 

＜都市計画局＞ 

13 ニュータウンの活性化に係る取組の推進              18,000 

子どもが遊べ，子育て世代が憩える洛西竹林公園の「子どもの楽園（仮称）」の整備

に向けた基本設計・実施設計や整備後のプレイパークの運営体制の検討を実施すると

ともに，向島地域において，多文化共生を進めるため，中国帰国者等と住民との交流

の機会や仕組みづくりに対する支援等を実施する。 

全体事業費 ３５百万円（政策１８百万円，政策以外１７百万円） 

〔都市計画局 都市総務課 TEL 222-3610〕 

14 空き家対策推進事業                       16,100 

放置されている空き家の活用を更に促進する抜本的な対策を構築するため，空き家

の戸数，状態，需給の状況等を把握するための実態調査を実施するとともに，有識者

会議において，住宅用途以外での空き家活用の方策や税の制度・運用の在り方等につ

いて検討する。 

全体事業費 １４０百万円（政策１６百万円，政策以外１２４百万円） 

〔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〕 

15 洛西口～桂 駅間プロジェクトの推進               36,200 

阪急京都線洛西口駅付近の連続立体交差化事業（鉄道高架化）によって生み出され

た高架下の空間を活用した子育て応援施設や，市民交流スペースの整備に向けて，基

本設計・実施設計に取り組むとともに，当該施設の運営に地域住民も積極的に参画す

る等，地域主体のまちづくりが実現できるよう人材の育成を行う。 

〔都市計画局 まち再生・創造推進室 TEL 222-3503〕 

16 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    19,800 

京都の都市特性を十分に踏まえながら，定住人口，産業，文化，交流人口等の視点

を基軸に，将来にわたって持続可能な，暮らしやすく，魅力あるまちづくりに向け，

都市計画マスタープランの実効性をより高めるプランの検討を行う。 

〔都市計画局 都市計画課 TEL 222-3505〕 

17 京都における自動運転技術の社会実装に向けた研究          4,000 

近年，目覚ましい進歩を遂げている自動運転技術の京都のまちの特性に適応した活

用について，事業者等と連携しながら検討等を行う。 

〔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〕 

＜都市計画局・建設局＞ 

18 「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進【宿泊税充当】        406,300 

◆安心・安全な東大路歩行空間創出事業             120,200   

安心・安全な歩行空間の創出に向け，地元住民や関係機関と情報共有を図りながら，

２８年度に実施した社会実験の結果等を踏まえ，歩行環境改善に向けた取組を進める。 

３０年度からは，景観に配慮した舗装や照明灯の暖色化により，魅力ある道路を整

備することで，回遊性を向上させ，東大路通の歩行者の分散を図る取組を新たに開始

する。 

全体事業費 ３０３百万円（政策１２０百万円，政策以外１８３百万円）  

〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕 

〔建設局 建設企画課 TEL 222-3551〕 

〔建設局 道路環境整備課 TEL 222-3570〕 

◆駅等のバリアフリー化の推進                   256,100   

「「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等のバリ

アフリー化を推進する。 

実施内容 

（新  規）ＪＲ西日本：京都駅（可動式ホーム柵），桃山駅 

（継  続）ＪＲ西日本：西大路駅 

    阪   急：西院駅 

（基本構想）京   阪：鳥羽街道駅 

全体事業費 ２５７百万円（政策２５６百万円，政策以外１百万円） 

〔都市計画局 歩くまち京都推進室 TEL 222-3483〕 

◆ビッグデータ等を活用した交通流動実態調査           30,000   

観光客の急増等による交通混雑の緩和を図るため，携帯電話位置情報等のビッグデ

ータの活用及び既存データの更なる活用を通じた交通流動実態調査を実施するとと

もに，その結果を活用し，交通混雑緩和等の観点から市民・観光客の交通利用の最適

化を目指し，既存交通の更なる有効活用策や，新たな公共交通システムの導入可能性

等について，具体的な検討を行う。 

〔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〕 

＜建設局＞ 

19 巽橋木製高欄再整備【宿泊税充当】                 12,000 

祇園新橋地区に位置する京の名所「巽橋」の高欄部分が老朽化していることから，

京都市内産木材を用いた整備を行い安全の確保や歴史的景観の保全に努めることで，

市民の皆様や観光客等に京都の品格や魅力を実感していただく。 

〔建設局 橋りょう健全推進課 TEL 222-3561〕 

 

＜環境政策局＞ 

20 生きものフェスタ in 宝が池公園～生物多様性の恵み・いのちのつながりを知

ろう～                               1,000 

「豊かな森を育てる府民税交付金」を活用して，生きもの観察や木工体験，木育コ

ーナーなど，豊かな自然に触れ，多様な生きものについて学んでいただく体験型普及

啓発イベントを実施する。 

全体事業費 ２百万円（政策１百万円，政策以外１百万円） 

〔環境政策局 環境管理課 TEL 222-3951〕 

 

＜市会事務局＞ 

21 京都市会史（資料編）編さん                     3,000 

市民に市会の歩みを網羅的に知っていただくこと，また，市民の代表である市会の

活動の更なる活性化を図ることを目的として，市会・市政の動きや市会改革・市会活

性化の取組等を振り返る京都市会史（資料編）を編さんする。 

〔市会事務局 調査課 TEL 222-3697〕 
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