
（広報資料） 

平成２９年１１月２９日 

京 都 市 行 財 政 局 

担当：財 政 部 財 政 課 

電話：２２２－３２９１ 

 

 

平成３０年度当初予算編成における政策的新規・充実事業の要求状況 

の公開について 

 

 

平成３０年度予算編成に当たって，予算編成過程を積極的に公開し，市民の皆様方

との情報共有を図る観点から，政策的新規・充実事業の要求内容を公表します。 

 

 

１ 概要（公開の方法，要求額等の状況） 

 

２ 局ごとの「政策的新規・充実事業」予算要求の内容 
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京 都 市 



 



１ 概  要 

 １ 公開する情報 

    政策的新規・充実事業の要求に係る事業名，事業概要，要求額，所管課を公

表します。 

    政策的新規・充実事業は，「京プラン実施計画第２ステージ」に掲げる重点

戦略など，本市の重要政策等を具体化するものであり，各局の予算要求の中か

ら，京都の今と未来に真に必要な施策など，優先順位の高いものを採択します。 

なお，国の予算に関連する事項等について，今後，新たな要求事項の追加等

が行われることがあります。 

※ 京都市予算の全体像（イメージ）については，次ページ参照 

 ２ 公開の方法 

京都市のホームページである「京都市情報館」に掲載 

   市役所案内所，情報公開コーナー，各区役所・支所において資料を配布 

 ３ 採択結果の公開について 

   予算案が確定する平成３０年２月に，要求項目ごとの採択結果を公表します。 

 

＜要求額等の状況＞ 

必要性や緊急性について検討するとともに，事業内容や所要額の精査，実施方法の

工夫，有利な特定財源の確保などに努め，採択事業を決定します。 

 要求額の状況 

１ １ １ １ 現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて要求金額要求金額要求金額要求金額がががが確定確定確定確定しているしているしているしている事業事業事業事業のののの要求額等集計 要求額等集計 要求額等集計 要求額等集計    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 特定財源：国からの補助金，市債など使い道が特定されている財源 
    一般財源：市税，地方交付税など使い道が特定されず，どのような経費 

       にも使用することができる財源 

 

                   
各局からの要求額等 

件数 
経費 

（億円） 

特定財源 

（億円） 

一般財源 

（億円） 

政策的新規・充実事業 

予算要求総額 １０６件 １５１ １１８ 

 

３３ 

うち 投資的経費  １２４ １１４ １０ 

うち 消費的経費 
 ２７ ４ ２３ 
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 ２ ２ ２ ２ 現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて要求金額要求金額要求金額要求金額のののの確定確定確定確定していないしていないしていないしていない事業 事業 事業 事業 

次の事業については，要求額算定中等のため，集計には含めていません。また，

今後も新たな要求事項の追加等が行われます。このため，最終的には，各局から

の要求額は現時点での要求額（経費１５１億円，一般財源３３億円）を上回る見

込みです。 

  ○ 京都宣言（仮称）の発信～都市間連携の強化による脱炭素社会の実現へ

（環境政策局） 

  ○ 観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト（環境政策局） 

  ○ 難病対策総合推進事業（府市協調による難病相談支援センターの共同設

置）（保健福祉局） 

  ○ 介護基盤等整備助成（保健福祉局） 

  ○ 病児・病後児保育事業（子ども若者はぐくみ局） 

○ 民間保育所等整備助成（子ども若者はぐくみ局） 

 

［参考］京都市予算の全体像（イメージ図） 

        

  29 年度当初予算の状況  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 職員数の削減等を進めたうえで，所要額を 

計上 

政策的新規・充実 
事業予算 

 
 125 項目,124 億円 

＜給 与 費＞ 

   1,682 億 

＜投資的経費＞ 
   672 億円 

＜消費的経費＞ 
   4,474 億円 

公共施設の整備等の経費 

 全ての事業を対象に全市的観点から優先順
位を明確にし，実施事業を決定 

 社会福祉関連経費，公共施設の運営費，民間
委託に要する経費など 

 局配分枠として，各局区等の長のマネジメン
トの下，現場のことを最もよく知る各局区等の
部・課が主体となって，予算を編成 

＜公 債 費＞ 
   841 億円 

 市債の返済に係る所要額を計上 
 

一般会計総額７，６６９億円 

※ 30 年度の局配分枠予算については，現
在も各局区等において徹底的な検討を続
けています。 
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２ ２ ２ ２ 局局局局ごとのごとのごとのごとの「「「「政策的新規政策的新規政策的新規政策的新規・・・・充実事業充実事業充実事業充実事業」」」」予算要求予算要求予算要求予算要求のののの内容内容内容内容    

-3-



（単位：千円）

事　　業　　名 件数 要求額

全　　局　　合　　計 112件 15,072,100

環　　境　　政　　策　　局 5件 35,900

未定

8,500

13,000

14,400

未定

行　　財　　政　　局 2件 19,100

8,100

11,000

総　　合　　企　　画　　局 6件 184,600

8,000

7,000

111,000

6,000

15,000

37,600

文　　化　　市　　民　　局 28件 7,096,800

京都コンサートホールの機能維持・長寿命化に向けた修繕計画の策定 15,000

新・文化庁の機能強化との連携事業 54,600

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機会の充実 4,700

京都文化力プロジェクト2016-2020の実施 28,000

東アジア文化都市交流事業 16,400

文化芸術創造拠点・京都プロジェクト 220,000

“京都を彩る建物や庭園”助成制度 20,000

暮らしの文化はぐくみ事業（仮称） 7,000

新・京都市美術館開館準備業務 497,300

京都市美術館再整備事業 5,653,400

サルワールド再整備事業 5,800

【パリ市友情盟約６０周年記念】パリ動物園交流事業 4,700

二条城の保存・活用推進 131,700

古文書レスキュープロジェクト 1,000

「真のワーク・ライフ・バランス」のための「働き方改革」の推進 21,000

地域コミュニティ活性化推進事業の充実 7,700

北部山間地域の魅力発信の強化 7,500

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

区役所窓口サービス向上・業務効率化に向けた取組 79,300

災害ボランティアセンターによるボランティアの育成 2,000

「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

京都・パリ友情盟約締結６０周年記念事業

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

京都駅東部エリアの活性化の推進

京都留学・魅力発信事業

平成30年度 政策的新規・充実事業要求一覧

京都宣言（仮称）の発信～都市間連携の強化による脱炭素社会の実現へ～

涼(すず)まち京都事業　～ 涼しいまち京都をつくろう ～（地球温暖化への適応策（ヒートアイラン
ド対策））

観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト

「国際観光都市・京都」としての災害時避難誘導の推進

レジリエンス戦略策定記念イベントの実施

紙ごみ削減推進事業

食品ロス削減等推進事業

明治１５０年京都の奇跡プロジェクト（全15事業）

世界文化自由都市宣言４０周年事業（仮称）の実施
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（単位：千円）

事　　業　　名 件数 要求額

【ニコニコ北っ子】子どもとはぐくむ地域の絆 1,300

上京型観光の創出～アプリを活用した魅力発信 1,400

西京区の魅力と文化の発信
～さいきょう区ではありません！にしきょう区認知度up大作戦～

1,300

ドライブレコーダーを活用した高齢運転者の事故防止支援事業 2,500

横大路運動公園の再整備・防災機能強化 50,000

競技大会開催に必要なスポーツ施設の競技環境の維持・向上 140,000

運動施設長寿命化計画の策定 111,000

産　　業　　観　　光　　局 24件 759,400

50,000

23,300

12,000

40,000

15,000

7,000

28,700

25,000

35,000

18,000

18,000

12,500

68,000

2,800

10,000

27,600

11,000

15,000

36,300

10,000

38,000

10,000

227,200

19,000

保　　健　　福　　祉　　局 13件 434,300

95,800

10,000

6,100

未定

10,800

85,600

125,200

6,500

「創業するなら京都で！」事業（仮称）

ＭＡＮＧＡナショナル・センター（仮称）誘致推進事業

京都市版ＤＭＯの推進（個別マーケティングの推進事業）

観光・文化コンテンツ発信力強化事業

ユニバーサルツーリズム普及促進事業

観光客の集中による混雑対策事業

隠れた観光名所の魅力発掘・活用推進事業（仮称）

京都ＭＩＣＥブランド・コンテンツ強化事業

３施設一体化整備事業

後期高齢者歯科健康診査（「７５歳お口の健診事業」（仮称））

旅館の経営強化・魅力発信支援

２０２０年東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興

「障害者芸術」の活性化を契機とした新たな文化芸術の魅力発信

温泉観光推進事業の充実

インバウンド需要獲得強化・マナー啓発事業

大規模集約型林業モデル事業

地域生活支援拠点運営事業

難病対策総合推進事業（府市協調による難病相談支援センターの共同設置）

障害者生活介護事業所等整備助成

保護施設整備助成

「京都　京北未来かがやきビジョン」の推進
（新規就農者育成・定住促進事業）

京都館プロジェクト２０２０

地域と連携した観光と市民生活との調和推進事業（仮称）

修学旅行生誘致に向けた取組（混雑緩和・満足度向上事業）

次世代医療ＩＣＴ新事業創出事業

地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推進事業

未来の京都の成長・発展を支える学術研究・先端産業等用地の創出

中小企業の働き方改革推進事業

京の商人（あきんど）育成塾

「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業

京都・パリ友情盟約締結６０周年記念事業における産業・観光振興

未来への伝統産業技術継承・担い手育成事業
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（単位：千円）

事　　業　　名 件数 要求額

2,600

4,500

12,200

未定

75,000

子　ど　も　若　者　は　ぐ　く　み　局 6件 75,100

26,300

未定

11,300

32,600

4,900

未定

都　　市　　計　　画　　局 13件 728,500

28,000

19,800

23,600

209,500

13,200

36,300

31,200

16,000

10,400

13,700

248,800

18,000

60,000

建　　設　　局 3件 5,354,000

405,000

11,000

4,938,000

市　　会　　事　　務　　局 1件 3,000

3,000

消　　防　　局 2件 21,000

18,000

3,000

教　　育　　委　　員　　会 9件 360,400

212,900

1,800

19,700

2,000

新学習指導要領実施に向けた英語教育環境の充実

市立高校文化部活性化事業

要安全確認計画記載建築物（指定道路沿道）耐震化対策

安心・安全な東大路歩行空間創出事業

入洛客の受入環境の整備・充実

消防用ドローンの導入

京都における自動運転技術の社会実装に向けた研究

駅等のバリアフリー化の推進

インターネットを活用した児童・生徒の家庭等での学習を支援する環境整備

定住人口・交流人口に係る交通流動把握調査

京都市会史（資料編）編さん

「働き方改革」推進のための環境整備

民泊等に対する防火対策の推進

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト

「文化芸術都市・京都」の新たな文化ゾーンの創出に寄与する「高瀬川再生プロジェクト」の推進

社会的養護自立支援事業

病児・病後児保育事業

「民泊」対策事業

認知症疾患医療センター運営等事業

介護基盤等整備助成

在宅医療・介護連携支援事業
～在宅医療・介護連携支援センターの地域展開～

～地域で気づき・つなぎ・支える～認知症総合支援事業
〔認知症初期集中支援事業〕

民間保育所等整備助成

医療的ケア児保育支援モデル事業

「新景観政策」の更なる進化に向けた調査・検討

歴史的景観の保全に関する景観政策の充実

洛西口～桂　駅間プロジェクトの推進

地域まちづくり支援の取組の推進

ニュータウンの活性化に係る取組の推進

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

空き家対策推進事業

京町家の保全及び継承に関する取組の推進

保育所等における事故防止対策推進事業

保育の担い手確保対策事業の充実
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（単位：千円）

事　　業　　名 件数 要求額

3,200

40,200

62,500

15,000

3,100

京都・パリ友情盟約締結６０周年記念事業の実施

障害のある児童・生徒に対するきめ細やかな教育体制の構築

国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会開催に向けた機運づくり推進（プレイベント等の開催や市内博
物館ネットワークの更なる充実）

青少年科学センターへの科学地球儀の設置

青少年科学センタープラネタリウムリニューアル
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

京都宣言（仮
称）の発信～都
市間連携の強化
による脱炭素社
会の実現へ～

　【京都宣言（仮称）推進事業】
　平成２９年１２月の「地球環境京都会議２０１７（ＫＹＯ
ＴＯ＋２０）」における「京都宣言（仮称）」の発信を受
け，都市間連携の強化による脱炭素化社会の実現を目指す。
　地球規模の温暖化対策を更に促進するため，平成３０年度
は，イクレイ世界大会やＣＯＰ２４における発信，また，自
治体で構成された世界最大の国際的な連合組織である「世界
首長誓約」への加盟を通じ，「京都宣言（仮称）」を全世界
に発信する。

未定 地球温暖化
対策室
222-4555

涼(すず)まち京
都事業～ 涼し
いまち京都をつ
くろう ～
（地球温暖化へ
の適応策（ヒー
トアイランド対
策））

　【京都宣言（仮称）推進事業】
　気候変動による地球温暖化の影響に加えて，都市化の影響
（ヒートアイランド現象）による市内の平均気温の上昇を抑
制するため，地球温暖化への適応策及びヒートアイランド対
策として，「涼（すず）まち京都事業」の下，次の取組に着
手する。
　・　熱赤外カメラによる京都のまち・観光地の暑熱環境の
　　見える化事業
　・　室内・街路の暑熱環境改善事業
　　　～太陽の熱線を空に返す窓ガラス用フィルムの導入に
　　よる室内・街路の暑熱環境改善～
　・　“涼しい京都をつくろう”キャンペーン
　　　～「涼まち京都事業」に賛同する事業者の認定～

8,500 地球温暖化
対策室
222-4555

食品ロス削減等
推進事業

　ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」と，これを具体
化した「新・京都市ごみ半減プラン」を推進するため，ごみ
量の約４割を占める生ごみ，とりわけ「食品ロス」の削減に
重点的に取り組み，２Ｒの促進を図る。
　・　京都市食品ロス削減推進販売店舗認定制度（仮称）
　　の創設
　・　コンビニエンスストア及び食品スーパーから排出
　　される食品ロスに係る調査
　・　食品ロス削減全国大会の開催

13,000 循環型社会
推進部
ごみ減量
推進課
213-4930

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

環　境　政　策　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

環　境　政　策　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

紙ごみ削減推進
事業

　雑がみ等紙ごみ削減対策として，コミュニティ回収の助成
対象をマンション管理会社に拡大するとともに，ごみ分別の
啓発・指導を行う指導員２名を新たに採用し，コミュニティ
回収制度利用の促進や分別が進んでいないとみられる賃貸マ
ンションにおける雑がみ等紙ごみ分別・リサイクルの取組を
促進する。
　また，日常生活において自らが実践した２Ｒや分別の取組
等について，ＳＮＳ（ツイッターやインスタグラム等）にて
広く発信する大学生等を「大学生・ごみ減量サポーター」と
して任命し，若年層向けの啓発に新たに取り組むことで，雑
がみ等紙ごみの減量を促進する。

14,400 循環型社会
推進部
ごみ減量
推進課
213-4930

観光地トイレの
おもてなし向上
プロジェクト

　本市では，国際文化観光都市として，オリンピック・パラ
リンピック等の開催により増加する観光客を温かくお迎えす
るため，「観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト」と
して，観光地のトイレの「質」と「量」を充実する取組を進
めている。
　平成３０年度からは，「観光トイレ制度」の更なる充実
と，公衆トイレリニューアルの前倒し実施により，トイレの
洋式便器化の促進と快適性向上への取組を加速する。

未定 循環型社会
推進部
まち美化
推進課
213-4960

環　境　政　策　局　　合計 35,900 5件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

「国際観光都
市・京都」とし
ての災害時避難
誘導の推進

　平成３１年にはラグビーワールドカップ，平成３２年には
東京オリンピック・パラリンピックが開催されるなど，本市
においても，今後，今以上に外国人をはじめとする観光客の
増加が見込まれる。こうした状況の中，避難誘導等の標識に
使用する図記号「ピクトグラム」についても日本語の読めな
い外国人観光客にも一目で分かるように，全国的に標準化さ
れることが望ましいことから，平成２８年３月，国において
新たな図記号「ピクトグラム」を策定し，各自治体に対し，
その標準化に努めるよう通知しているところである。本市に
おいても，広域避難場所の標示板及び誘導標識に当該「ピク
トグラム」を採用し，有事の際の迅速な避難誘導の一助とす
る。

8,100 防災危機
管理室
212-6792

レジリエンス戦
略策定記念イベ
ントの実施

　平成３０年度早期に予定している「京都市レジリエンス戦
略」の策定を記念し，「１００のレジリエント・シティ」選
定都市であり，本市の姉妹都市でもあるパリ市（２０１８年
姉妹都市提携６０周年），ボストン市（２０１９年姉妹都市
提携６０周年），グアダラハラ市（２０２０年姉妹都市提携
４０周年）のＣＲＯ（レジリエンス統括監）を招待してそれ
ぞれの都市のレジリエンスに関する講演，対談，シンポジウ
ム等のイベントを行う。
　これにより，市民，事業者，地域団体等のレジリエンスへ
の理解を深め，市民ぐるみでのレジリエントなまちづくりの
実践に繋げていくとともに，「レジリエント・シティ京都」
を広く発信し，本市姉妹都市，とりわけ姉妹都市提携６０周
年を迎えるパリ市との交流の活発化を図り，「レジリエン
ト・シティ京都」を広く世界に発信することを目指す。
　また，「明治期の東京奠都後の京都市の衰退と復興」を，
千年を超える京都の歴史における，代表的なわかりやすいレ
ジリエンス経験として市民に周知する等，明治１５０年記念
事業としても関連付ける。

11,000 防災危機
管理室
212-6792

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

行　財　政　局　予　算　要　求　の　内　容

行　財　政　局　　合計 19,100

（単位：千円）

2件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

京都留学・魅力
発信事業

　更なる留学生誘致に向けて，首都圏の日本語学校で学んで
いる留学生を主な対象に，京都市の留学生の就職支援事業や
京都の大学で学ぶ意義について発信するためのシンポジウム
を東京で開催するとともに，シンポジウムの内容を様々な手
段により国内外に発信する。

8,000 総合政策室
222-3032

世界文化自由都
市宣言４０周年
事業（仮称）の
実施

　平成３０年度は，昭和５３年の「世界文化自由都市宣言」
から４０年目を迎える節目の年であることから，宣言の意義
を改めて市民と共有するとともに，国内外に発信する周年事
業を展開する。

7,000 市長公室
222-3035

明治１５０年・
京都の奇跡プロ
ジェクト

　平成３０年は，明治改元から１５０年の節目の年であるこ
とから，明治期に京都の先人が成し遂げた誇るべき復興・発
展の足跡を，市民と共に共有し，学び，未来に活かす事業を
展開する。
　１５の政策的新規・充実事業を全庁体制のプロジェクト
チームの構成各局が実施する。
　・シンポジウム
　・学校歴史博物館，歴史資料館などにおける企画展
　・明治１５０年記念事業による伝統産業活性化事業
　・京都で開催された御大礼（即位礼・大嘗祭）を中心とす
　　る記念展覧会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

111,000 市長公室
222-3035

京都駅東部エリ
アの活性化の推
進

　京都駅東部エリアにおいては，平成３５年度に崇仁地域へ
の京都市立芸術大学の移転が予定されるなど，文化芸術によ
るまちづくりに向けた機運が高まっており，地域の個性を活
かした賑わいあふれるまちづくりを進める観点の下，本エリ
アの活性化を推進することとしている。
　平成３０年度は，将来構想策定委員会を設置し，京都駅東
部エリアの将来構想の策定に取り組む。

6,000 プロジェク
ト推進室
222-3176

総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

(15事業の

合計額)
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総　合　企　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

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

　西陣を中心とした地域は，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・観光資源を有しており，
これらを活用した地域の活性化を進めている。
　平成３０年度は，「西陣を中心とした地域活性化ビジョン
（仮称）」の策定を予定しており，本ビジョンに基づくプロ
ジェクトを推進するとともに，推進機運の醸成を図る。

15,000 プロジェク
ト推進室
222-3992

京都・パリ友情
盟約締結６０周
年記念事業

　本市にとって初めての姉妹都市であるパリ市との友情盟約
締結６０周年を記念して，パリへの代表団派遣，パリからの
代表団受入れを行うとともに，以下の４つの柱の下，全庁を
挙げて記念事業を展開する。記念事業の開催により，両市民
による交流を一層深め，一過性ではなく継続的な交流につな
げるとともに，両市の発展に寄与することを目指す。

＜柱１＞記念式典の開催
＜柱２＞文化，産業，観光の振興につながる交流の強化
＜柱３＞両市に共通する政策課題解決に向けた交流促進
＜柱４＞両市民に対する双方の都市の魅力発信

　本事業も含め，関係各局において８事業・総額127,500千
円を要求

37,600 国際化
推進室
222-3072

総　合　企　画　局　　合計 184,600 6件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

京都コンサート
ホールの機能維
持・長寿命化に
向けた修繕計画
の策定

　京都コンサートホール及び地域文化会館等の文化施設は大
規模修繕期を経過し，不具合が多数生じているため，施設の
劣化度調査を行い，長寿命化を見据えた修繕計画を作成する
ことで，施設機能の維持に向けた計画的な修繕及び投資額の
平準化を図る。
　特に京都コンサートホールは，１８ヶ月前からの予約が必
要であり，事前周知と計画的な修繕が必要であるため，平成
３０年度はまず同施設の修繕計画を策定する。

15,000 文化芸術
都市推進室
文化芸術
企画課
366-0033

新・文化庁の機
能強化との連携
事業

　文化庁が京都への全面的移転に向けて示した方針（平成２
９年７月「新・文化庁の組織体制の整備と本格移転に向け
て」）においては，文化芸術によって公共的・社会的又は経
済的な様々な価値が創出され，それが更なる文化芸術の継
承，発展及び創造に活用されるような施策の展開を目指して
いる。
　京都市としても，新・文化庁の機能強化の方針を踏まえ，
連携を図りながら，京都が「文化芸術資源を活用した地方創
生のモデル」となり，文化芸術都市・京都の都市格をより一
層高めることを目指す。
　①Res Artis（レザルティス）２０１９京都会議の開催
　②伝統芸能文化創生プロジェクト
　③文化芸術による共生社会実現のための基盤づくり事業
　④若手芸術家の新たな制作拠点の形成

54,600 文化芸術
都市推進室
文化芸術
企画課
366-0033

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
触れる機会の充
実

　中学生を対象に実施している，伝統的な文化芸術の魅力に
触れる公演鑑賞事業の公演数を充実する。
　本事業は，平成２８年度からモデル事業として開始してお
り，多くの子どもたちの伝統芸能への興味・関心を育む機会
となっている。また，平成２９年度は定員を大きく上回る校
数の応募があるなど，市内中学校の本事業への関心も高まっ
ている。
　このため，平成３０年度は，公演数を１日２公演から２日
４公演に増加することで，「ほんもの」の文化芸術を体験す
る入口の機会を増やし，より効果的に事業を推進する。

4,700 文化芸術
都市推進室
文化芸術
企画課
366-0033

（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号
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（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

京都文化力プロ
ジェクト２０１
６－２０２０の
実施

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック等の開催を契
機に，市・府・商工会議所等のオール京都で文化の祭典を開
催する。
　平成３０年度は，平成２８年１０月に策定した実施計画に
基づき，「美術・工芸」に着目したリーディング事業や
フォーラム等の開催，ホームページ運営，機関誌発行等の広
報業務を行うとともに，次年度以降の事業内容について具体
的な検討を行う。

28,000 文化芸術
都市推進室
文化芸術
企画課
366-0033

東アジア文化都
市交流事業

　平成２９年度に開催した「東アジア文化都市」事業の成果
を引き継ぎ，これまでの取組の継続的発展を目指すため，同
時開催都市である中国・長沙市，韓国・大邱広域市ととも
に，平成３０年度以降も青少年及び民間の文化芸術団体によ
る交流事業を実施する。

16,400 文化芸術
都市推進室
文化芸術
企画課
366-0033

文化芸術創造拠
点・京都プロ
ジェクト

　平成２９年度から文化庁の補助事業「文化芸術創造活用プ
ラットフォーム形成事業」を活用し，芸・産学官の連携によ
る文化芸術都市・京都の持続的な発展を目指すプロジェクト
を推進している。
　平成３０年度は，芸・産学官などあらゆる分野から参画す
る実行委員会を設立し，「国際発信力のある拠点の形成」や
「訪日外国人の増加」も見据え，「アート×テクノロジー×
サイエンス」をテーマとした文化芸術事業，人材育成事業，
ネットワーク構築事業の本格的な展開を開始し，平成３１年
度に開催するフェスティバルに繋げていく。

220,000 文化芸術
都市推進室
文化芸術
企画課
366-0033

“京都を彩る建
物や庭園”助成
制度

　既存の文化財保護制度では保存できないが貴重な建物や庭
園を，市民の皆様から推薦をいただき，“京都を彩る建物や
庭園”制度により「認定」「選定」することで維持・継承を
図ってきた。この維持・継承を一層推進し，また，市民の皆
様に多様な文化遺産に触れていただく機会を創出するため，
“京都を彩る建物や庭園”制度で「認定」「選定」された建
物や庭園の維持・公開のための修理事業に対する補助制度を
創設する。

20,000 文化芸術
都市推進室

文化財
保護課
366-1498
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（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

暮らしの文化は
ぐくみ事業（仮
称）

　京都への全面的移転を契機に機能強化の一環として文化庁
が掲げる「生活文化の振興」を図るため，京都の暮らしの中
で伝わる様々な無形文化遺産の価値を再発見・再確認する市
独自の「京都をつなぐ無形文化遺産」制度の５年間の取組の
成果を踏まえ，生活文化を振興する事業を展開する。

7,000 文化芸術
都市推進室

文化財
保護課
366-1498

新・京都市美術
館開館準備業務

　今後とも国内外の人々を魅了する美術館としていくため，
開館準備に取り組む。
　平成３０年度は，展覧会準備，作品購入・重要文化財修
復，調査研究，開館準備・運営企画業務（企画推進，営業企
画，デザイン企画，広報企画)，広報物の制作（ウェブサイ
トのリニューアル，ＳＮＳアカウントの開設等），初度調弁
を行う。

497,300 美術館
総務課
771-4107

京都市美術館再
整備事業

　今後とも国内外の人々を魅了する美術館としていくため再
整備事業に取り組む。
　平成３０年度は，再整備工事の施工，収蔵品の外部保管，
備品の外部保管等を行う。

5,653,400 美術館
総務課
771-4107

サルワールド再
整備事業

　サルワールドの再整備のあり方について，有識者や市民か
らの意見を基に，今後の動物園が果たす役割や研究施設とし
ての活用方法の指針となる基本構想及び基本計画を策定す
る。

5,800 動物園
総務課
711-0211

【パリ市友情盟
約６０周年記
念】パリ動物園
交流事業

　パリ動物園との動物交換により，ヨーロッパオオヤマネコ
の導入を目指す。
　また，本園とパリ動物園の間で研究者や獣医による研究や
医療情報の共有化等のために連携協定を結び，交流を図るこ
とで，ヨーロッパ圏における本園の認知向上を目指し，希少
動物の導入に向けた関係の構築を行う。１０月にはパリ動物
園職員を招へいし，記念事業（シンポジウムなど）を行う。

4,700 動物園
総務課
711-0211

-15-



（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

二条城の保存・
活用推進

　二条城の重要文化財建造物の本格修理に合わせて，石垣景
観をはじめとする城内の保存・修理事業を推進する。また，
民間有識者からなる「二条城の価値を活かし未来を創造する
会」からの提案等を踏まえ，二条城の価値の理解促進，そし
て活用を進めるための取組を実施する。

（保存・修理）
　　◆外堀石垣景観整備事業
　　◆和楽庵保存修理事業
　　◆城内園路・通路改修事業
　　◆城内危険木・支障樹木対策事業
　　◆サクラ充実
　　◆二条城の価値・魅力向上のための美装化事業

（理解促進・活用）
　　◆重要文化財（建造物）本丸御殿公開にかかる基本設計
　　◆二条城おもてなし機能向上事業
　　◆未公開文化財活用事業
　　◆文化財理解促進事業

131,700 元離宮
二条城
事務所
841-0096

古文書レス
キュープロジェ
クト

　保存の危機に瀕している市内の寺社や個人等所有の文書の
調査，保存と活用について，市民団体や大学等の研究機関と
ともに取組を進める。①町内等での共有文書，②寺社所有の
文書，③個人所有の文書等に分けて継続的に行うが，平成30
年度は予備的調査を行うとともに，大学等の研究機関と連携
し②寺社所有の文書に着手する。

1,000 歴史資料館
241-4312

「真のワーク・
ライフ・バラン
ス」のための
「働き方改革」
の推進

　「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向けて，社会
全体で働き方を見直し，長時間労働の是正や生産性の向上に
向けた議論が広がりを見せる中，「働き方改革」の気運の醸
成や環境整備等の実践促進の取組を体系的に実施する。
　市民への生活スタイルの見直しの提案や先進的な「働き方
改革」の実践例の紹介等を様々な媒体を活用して戦略的に展
開するとともに，シンポジウムを開催することにより，市
民，企業等における「働き方改革」の気運の醸成を図る。ま
た，「真のワーク･ライフ･バランス」の推進を自ら実行する
「真のワーク･ライフ･バランス」広め隊（仮称）を募集する
ほか，男性の育児休業取得の促進等により，理解の浸透と実
践の促進を図る。

21,000 共同参画
社会推進部
男女共同
参画推進課
222-3091
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（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

地域コミュニ
ティ活性化推進
事業の充実

　地域コミュニティの活性化を推進し，自治会・町内会等を
支援する取組を強化するため，地域活動支援制度の充実や共
同住宅の新築，戸建住宅の宅地開発における自治会・町内会
の設立，加入を促進する仕組みづくりを行うとともに，自治
会・町内会の運営や設立，加入促進等の相談に直接出向くな
ど，地域とともに取り組む支援体制を充実する。

7,700 地域自治
推進室

地域づくり
推進担当
222-3049

北部山間地域の
魅力発信の強化

　北部山間地域の最大の魅力である豊かな自然や文化，都市
部に近接し，便利な田舎での暮らしをインスタグラムで発信
するとともに，北部山間地域を体感するツアーを実施するこ
とにより，都市部の若年層や子育て世代等の交流人口の拡大
と移住を促進する。

7,500 地域自治
推進室

地域づくり
推進担当
222-3049

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

　少子高齢化，人口減少が進む北部山間地域において，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等を行う）等を活用し，地域住民とと
もに活性化に取り組む「北部山間かがやき隊員」を２名（７
名→９名）増員する。

10,700 地域自治
推進室

地域づくり
推進担当
222-3049

区役所窓口サー
ビス向上・業務
効率化に向けた
取組

　引越，婚姻，出生などをきっかけに，戸籍・住民登録の手
続きとあわせて生じる複数の手続きを，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。

79,300 地域自治
推進室
市民窓口
企画担当
222-3085

災害ボランティ
アセンターによ
るボランティア
の育成

　近年，全国で大規模災害が多発している中，各自治体等に
おいて災害ボランティアセンターを設置し，他都市からのボ
ランティアを募集するなど，全国的にボランティアのニーズ
は高まっている。
　そのため，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事前研修会の実施などにより，災害
ボランティアの運営を担う人材の育成・ネットワークの構築
を行う。

2,000 地域自治
推進室
市民活動
支援担当
222-4072
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（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

「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

 「健康長寿のまち・北区」を推進するため，京都産業大学
（平成２９年４月，現代社会学部開設）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」の普及啓発に努め
る。
  今後，本事業の実施状況を踏まえて全市展開を検討してい
く。

1,500 北区役所
保健福祉
センター
健康福祉部
健康長寿
推進課
432-1438

【ニコニコ北っ
子】子どもとは
ぐくむ地域の絆

 「はぐくみ文化の創造」と地域コミュニティの活性化を図
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。

1,300 北区役所
地域力
推進室
432-1199

保健福祉
センター
子ども

はぐくみ室
432-1284

上京型観光の創
出～アプリを活
用した魅力発信

　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・配信する。

1,400 上京区役所
地域力
推進室
441-5029

西京区の魅力と
文化の発信
～さいきょう区
ではありませ
ん！にしきょう
区認知度ｕｐ大
作戦～

　区内外から広く人が集まる阪急嵐山駅，松尾大社等で，西
京区の寺院や観光地，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ていく。

1,300 西京区役所
地域力
推進室
381-7158

ドライブレコー
ダーを活用した
高齢運転者の事
故防止支援事業

  行政区単位でドライブレコーダーを一定期間貸し出し，記
録された映像の解析結果と記録映像を加工した映像資料を活
用して交通安全教室やその他啓発事業を実施する。

2,500 くらし安全
推進部

くらし安全
推進課
222-3193
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（単位：千円）

文　化　市　民　局　予　算　要　求　の　内　容

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

横大路運動公園
の再整備・防災
機能強化

　府市協調による再整備を行うに当たり，公園の既存樹木や
地下埋設廃棄物への影響が少なくなるよう見直した整備計画
を踏まえ，多目的グラウンド等の設計を行う。

50,000 市民
スポーツ
振興室
366-0168

競技大会開催に
必要なスポーツ
施設の競技環境
の維持・向上

　競技大会の開催が今後も支障なく円滑に行われるよう，競
技・観覧に必要となる設備・備品の更新を行い，競技環境の
維持・向上を図る。

140,000 市民
スポーツ
振興室
366-0168

運動施設長寿命
化計画の策定

　本市が管理している運動施設は，全般的に老朽化が進んで
おり，今後も支障なく施設の運営管理を行うためには，中長
期的な視点でもって，予算の平準化及び確保を行ったうえ，
適切な時期に修繕を行うことが必要である。
　このため，予防保全型の維持管理を進めていくにあたり，
運動施設長寿命化計画を作成する。

111,000 市民
スポーツ
振興室
366-0168

文　化　市　民　局　　合計 7,096,800 28件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

京都館プロジェ
クト２０２０

　首都圏における京都情報の発信を継続・発展するととも
に，新しい京都館の実現に向けて，形態，設置場所，新たに
付加する機能などを創造的に検証する。
　このため，民間事業者とタイアップする「コラボ京都館」
や京都の魅力再発見と京都ファンの拡大につなげる「サロン
京都館」，京都ゆかりの東京の店舗に京都情報を発信してい
ただく「のれん分け」，サロン京都館等と連動した情報発信
を行う「バーチャル京都館」など，新しい京都館の実現に向
けた様々な取組を実験的，挑戦的に展開する。

50,000 産業戦略部
産業政策課
222-3325

中小企業の働き
方改革推進事業

　働き方改革は，生産性向上による収益力の強化に加え，中
小企業の喫緊の課題である担い手不足の課題解消による，企
業の持続的発展につながるものの，ノウハウや実施人員の不
足が理由で取り組めていない企業が多い。
　そこで，中小企業の働き方改革を推進するため，働き方改
革を行う企業の伴走支援を行い，その成功事例を発信すると
ともに，担い手不足の解消を図るため，働き方改革を推進す
る企業等と求職者とのマッチング機会を創出する。

23,300 産業戦略部
産業政策課
222-3325

京の商人（あき
んど）育成塾

　個性豊かで多様な個店の存在が京都のまちの魅力の一つで
ある。その魅力を維持・向上させるためには，その一翼を担
う新たな商業者の育成が必要である。
　そこで，市内での開業に意欲を持つ小売事業者を対象に，
資金調達や経営のノウハウ提供等の伴走支援を行うととも
に，集客施設等において「力試し」をする場を提供すること
で，商業の起業促進ひいては京都経済の活性化を図る。

12,000 商工部
商業振興課
222-3340

「京都×パリ」
京ものアート市
場開拓支援事業

　これまでパリ市と共同で「京もの海外進出支援事業」に取
り組み，本市の伝統産業の海外市場への販路拡大を支援し成
果をあげる中，更なる市場拡大を図る必要がある。
　そこで，平成３０年のパリ市との友情盟約締結６０周年を
契機に，文化芸術分野との政策融合を図り，フランスの巨大
市場であるアート市場を新たなターゲットとして，両市の職
人やアーティストが相互交流を通して商品開発を行い，海外
及び日本での販路開拓を支援する。

40,000 商工部
伝統産業課
222-3337

産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号
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産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

京都・パリ友情
盟約締結６０周
年記念事業にお
ける産業・観光
振興

　平成３０年は，京都市・パリ市との友情盟約締結６０周年
並びに京都商工会議所・パリ友好協定３０周年にあたること
から，京都商工会議所との連携の下，経済・文化・観光など
様々な分野で，両市の交流を推進する。
　ついては，観光分野をテーマとしたシンポジウムや意見交
換会，観光誘客に向けたプロモーションを実施するととも
に，パリ市で京都の伝統産業製品やコンテンツ製品，日本文
化を発信する展示商談会を開催する。

15,000 商工部
伝統産業課
222-3337

観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

未来への伝統産
業技術継承・担
い手育成事業

　伝統産業における後継者確保や技術継承と，障害のある方
や引きこもりの若者等の就労支援・職域拡大という社会的課
題の解決を図るため，両者のマッチングを通じた伝福（伝統
産業と福祉）連携を推進する。
　また，受注機会の拡大のため，企業からの様々な受注に対
応できるよう，各支援機関が支援する若手後継者等への情報
窓口を一本化し，企業の発注情報等を提供するとともに，若
手同士の交流を促進し，次世代の担い手支援を図る。

7,000 商工部
伝統産業課
222-3337

新産業
振興室
222-3324

「創業するなら
京都で！」事業
（仮称）

　京都経済を活性化し，産業の新陳代謝を促進するために
は，若手起業家や創業希望者を生み，育てる好循環を確立す
ることが重要である。
　そこで，平成３０年度に検討されている「産業競争力強化
法」改正を機に，産業支援機関や民間事業者等との連携によ
るネットワークを活かした創業支援体制を強化するととも
に，新たなイノベーションを創出する交流機能を付加した創
業支援拠点を整備し，創業期から成長期まで一貫した支援を
実施することで，創業・成長の促進を図る。

28,700 新産業
振興室
222-3324

未来の京都の成
長・発展を支え
る学術研究・先
端産業等用地の
創出

　京都経済の活力をさらに高めていくためには，既存企業の
事業拡大や，新たな企業の誘致を図ることが重要であり，新
たな産業用地の確保・創出が求められている。
　そこで，平成３０年度は，京都の未来を見据えて，京都経
済を牽引する産業集積の実現や，用地創出に向けたさらなる
検討を行う。また，久我の工業専用地域において，新たな産
業用地を創出するための取組を進める。

25,000 新産業
振興室
222-3324
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産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

地域科学技術実
証拠点を活用し
た新事業創出推
進事業

　電子部品・デバイス製造業は，市内の製造業出荷額に占め
る割合が高く，世界市場の拡大も今後見込まれる。また，京
都工芸繊維大学では，平成３０年度から，当該分野の研究開
発と市内企業による活用を目的とした「地域科学技術実証拠
点」が開設される。
　そこで，当該拠点を活用し，産学公連携の下，電子部品・
デバイス製造事業者に対して支援体制を構築することで，新
事業の創出を図り，京都経済の活性化を図る。

35,000 新産業
振興室
222-3324

次世代医療ＩＣ
Ｔ新事業創出事
業

　平成３０年度の「次世代医療基盤法」施行を受け，企業は
これまで活用できなかった健康・医療データを活用すること
が可能となる。
　こうした状況を踏まえ，本分野において先駆的な研究を進
める京都大学をはじめとする研究機関が集積する本市の強み
を活かし，大学・医療機関等と京都企業とのマッチングや，
コーディネータによるアドバイス，勉強会等の支援を行うこ
とで，新事業の創出を図り，京都経済の活性化を図る。

18,000 新産業
振興室
222-3324

ＭＡＮＧＡナ
ショナル・セン
ター（仮称）誘
致推進事業

　国において，ＭＡＮＧＡ（マンガ・アニメ・ゲーム）に関
する「資料の蓄積」「人財の育成と産業振興」「国際的な情
報発信と人の交流」を目指す拠点整備が検討され，本市は京
都国際マンガミュージアムへの誘致を目指している。
　そこで，当該施設を拠点に，クリエイターの人財育成支援
や，京都にゆかりの作品・キャラクターを活用した産業振
興，情報発信強化に取り組むことにより，京都から国内外へ
の発信及び京都経済の活性化を図る。

18,000 新産業
振興室
222-3324

京都市版ＤＭＯ
の推進（個別
マーケティング
の推進事業）

　観光客に継続して京都へ訪れていただくためには，観光客
とのコミュニケーションを深め，満足度向上につなげた取組
を通じて京都ファンを増加させることが重要である。
　そこで，観光経営の担い手育成に取り組む大学との共同研
究を通じて，大学の知見を活かしつつ，旅行者個人ごとのき
め細かな旅行情報を把握・分析し，サービスの向上に繋げる
制度設計，運営を行うことで，観光客の継続的な誘客を図
り，京都経済の活性化につなげる。

12,500 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255
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産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

観光・文化コン
テンツ発信力強
化事業

　京都観光オフィシャルサイトは，重要な情報発信源である
ものの，観光客に対して十分に魅力を発信しきれていない。
　また，分散化やマナー啓発といった課題解決，さらには多
様な文化的背景を持つ観光客の受入れに必要なきめ細やかな
情報を含めた発信力の強化が求められている。
　そこで，記事コンテンツの充実や情報検索の機能強化，外
国人観光客向けのチケット販売システムの構築などを行う。
　併せて，京都の風景や観光地，文化等についての映像素材
を作成する。

68,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

ユニバーサル
ツーリズム普及
促進事業

　高齢者，障害者，乳幼児等ユニバーサルツーリズムの対象
となる人口の全体に占める割合が増えているほか，平成３２
年の東京オリンピック・パラリンピックやワールド・マス
ターズゲームズも見据え，ユニバーサルツーリズムを推進
し，質の高いおもてなしを行っていく必要がある。
　そこで，ユニバーサル観光ナビで発信している車いすモデ
ルコースや施設情報のリニューアルを行うほか，旅行事業
者，市内観光施設従業員等を対象にしたおもてなし講習会を
行うことで，受入環境の整備を図る。

2,800 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

隠れた観光名所
の魅力発掘・活
用推進事業（仮
称）

　国内観光客をはじめ，多くの観光客が繰り返し京都を訪
れ，京都ファンになっていただくためには，これまで観光の
側面から注目されて来なかった素材に光を当てる必要があ
る。
　そこで，「文化財」と「観光」による政策融合の取組とし
て，市指定・登録文化財をはじめ，普段公開されていない寺
院などの隠れた観光名所を発掘し，魅力ある観光メニューの
造成を行い，同時に文化財の保存・継承につなげる。

10,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

観光客の集中に
よる混雑対策事
業

　近年の観光客の増加・集中による混雑が課題となっている
ことを踏まえ，市民生活と観光との調和を図り，市民と観光
客の満足度向上につなげる必要がある。
　そこで，観光客向けに，京都観光Ｎａｖｉにおける混雑情
報の発信や「手ぶら」観光の普及促進を行う。また，受入環
境の充実を図るため，ゴールデンウィーク期間中の臨時案内
所の開設や回遊性向上につながる観光案内標識の設置を行う
ほか，路上滞留する観光バスに対する効果的な誘導の仕組み
を確立するための実証実験を行う。

27,600 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255
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産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

地域と連携した
観光と市民生活
との調和推進事
業（仮称）

　外国人観光客の急増により，地域において様々な課題への
対応が必要となっている。
　そこで，地域住民により構成される団体が行う，観光客へ
のマナー啓発や観光地の混雑対応，さらには，わかりやすい
地域資源の紹介など，観光課題の解決を図る自主的な取組に
対して支援を行うことで，観光と市民生活との調和及び観光
客の満足度向上を図る。

11,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

修学旅行生誘致
に向けた取組
（混雑緩和・満
足度向上事業）

　修学旅行生について，少子化の影響により全国の対象生徒
数が減少する中，京都市への修学旅行数は維持・増加してい
る一方で，混雑による課題も生じている。
　そこで，混雑緩和・満足度向上を図り，修学旅行生の誘致
を更に強化するため，混雑による課題への対応として，観光
地周辺での新たな周遊コースの提案，実施時期の閑散期への
誘導，ＪＲ京都駅でのバス待ち時間の有効活用等を行う。

15,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

旅館の経営強
化・魅力発信支
援

　「京都市宿泊施設拡充・誘致方針」に基づく宿泊施設の拡
充に向けて，旅館の経営力向上や担い手確保・育成等を実施
し，旅館の稼働率向上や京都経済の活性化，おもてなしの向
上などにつなげる。
　具体的には，経営力向上等に向けた専門家派遣や旅館の若
手従業員に対する合同研修の支援，旅館のブランド戦略推進
による魅力発信などを実施する。
　また，旅館等の空室をわかりやすく表示し，予約に繋げる
システムの構築に取り組む。

36,300 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

温泉観光推進事
業の充実

　国内外の観光客に人気の高い温泉を観光資源として活用
し，京都の温泉ＰＲ映像の製作など，情報発信強化に向けた
取組やキャンペーン展開の充実に取り組むことで，温泉観光
の推進による京都経済の活性化を図る。

10,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255
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産　業　観　光　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

インバウンド需
要獲得強化・マ
ナー啓発事業

　外国人観光客の消費意欲を促進し，着実に市内経済に循環
できるよう，市内事業者が行う外国人観光客の受入環境整備
や免税対応強化，夜の娯楽の拡充に対する支援を行うととも
に，閑散期を対象としたキャンペーン展開や外国人の受入れ
に前向きな飲食店の認定を行う。
　また，外国人観光客の生活習慣の違いなどから生じるマ
ナー問題に対応するための啓発を行う。

38,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

京都ＭＩＣＥブ
ランド・コンテ
ンツ強化事業

　「京都市ＭＩＣＥ戦略２０２０」に基づく，更なるＭＩＣ
Ｅ誘致の強化に向け，都市の国際競争力を世界レベルに引き
上げるためのＭＩＣＥブランド力・コンテンツ力の強化を図
る。
　ついては，京都の特性である「環境」「文化」を基軸とし
て，伝統産業製品を活用したＭＩＣＥ実用品のリユース導入
や，京都ならではの文化を取り入れたエクスカーションメ
ニュー等の開発を行う。

10,000 観光
ＭＩＣＥ
推進室
746-2255

「京都　京北未
来かがやきビ
ジョン」の推進
（新規就農者育
成・定住促進事
業）

　右京区京北地域において，「京都　京北未来かがやきビ
ジョン」に基づき，きょうと京北ふるさと公社や民間事業者
との連携の下，地域営農の担い手育成や先進農業の展開に繋
がる拠点づくりを行うことで，農業の担い手の育成・確保を
通じた京北地域の活性化を図る。

227,200 農林振興室
農政企画課
222-3351

大規模集約型林
業モデル事業

　林業経営の不振により，森林の手入れが十分に行き届かず
放置され，その多面的機能が低下していることから，森林整
備の推進に当たっての大きな課題となってる。
　そこで，持続可能な大規模集約型の手法を用いた森林整備
を進めるため，平成３０年度は，モデル地区において，境界
の明確化や事業計画策定に向けた調査等を行う。

19,000 農林振興室
林業振興課
222-3346

産　業　観　光　局　　合計 759,400 24件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

３施設一体化整
備事業

　地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進
センター及び児童福祉センターの施設一体化整備事業を進め
ていく。
　平成３０年度は，建設予定地における，地質，土壌汚染，
ダイオキシン・アスベスト，埋蔵文化財の試掘に関する調査
を行うとともに，基本設計・実施設計及び解体設計を行う。

95,800 障害保健
福祉推進室
222-4161

「障害者芸術」
の活性化を契機
とした新たな文
化芸術の魅力発
信

　芸術文化活動を行う障害のある人の拡大につながるよう，
新たな創作活動の掘り起こし，発表の場の確保，創作活動の
場の提供，更には作品の二次利用による商品化等に向け，
「障害者アート」活性化プロジェクトを実施する。

10,000 障害保健
福祉推進室
222-4161

２０２０年東京
パラリンピック
に向けた障害者
スポーツ振興

　２０２０年東京パラリンピックに向け，障害者スポーツの
裾野拡大，ひいては障害者の社会参加の推進を目指すため，
以下の事業を行う。
・パラスポーツフェスティバル（仮称）
・パラリンピック正式競技をより深く知る機会の提供（体験
会，競技紹介）
・選手育成教室及び競技会
・本市に強化拠点施設のある車いすフェンシングをはじめと
した障害者スポーツのＰＲ

6,100 障害保健
福祉推進室
222-4161

難病対策総合推
進事業（府市協
調による難病相
談支援センター
の共同設置）

　平成３０年度から「難病の患者に対する医療等に関する法
律」に規定される医療費助成等の事務が都道府県から指定都
市に移管されるのを契機に，京都府と協調して難病相談支援
センターを共同設置し，難病患者やその家族の方の生活支援
を図る。

未定 障害保健
福祉推進室
222-4161

地域生活支援拠
点運営事業

　地域における障害のある市民の生活支援を図るため，平成
２７年度から一部地域を対象に実施している「障害者２４時
間相談体制構築モデル事業」を，全市に対象拡大し充実する
とともに，土日・夜間における緊急時支援事業を実施する。

10,800 障害保健
福祉推進室
222-4161

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

障害者生活介護
事業所等整備助
成

　障害福祉サービスのニーズに対応するため，社会福祉法人
等が実施主体となって行う障害福祉サービス事業所（生活介
護，共同生活援助等）の新設２箇所に対し，助成を行い，定
員増を図る。

85,600 障害保健
福祉推進室
222-4161

保護施設整備助
成

　生活困窮者等に対する支援の充実を図るため，公募により
選定する保護施設（救護施設）の整備・運営予定事業者に対
して，施設整備に係る経費を助成する。

125,200 生活福祉部
生活福祉課
251-1175

後期高齢者歯科
健康診査
（「７５歳お口
の健診事業」
（仮称））

　口腔機能の低下や全身の虚弱の前兆（オーラルフレイル
（口腔機能の虚弱））を早期発見し，誤嚥性肺炎等の疾病予
防や口腔機能の維持・向上等を図るとともに，低栄養状態な
どの全身のフレイル（虚弱）対策につなげ，市民の健康寿命
を延伸することを目的として，後期高齢者となる７５歳の市
民を対象とした口腔機能の評価を含む歯科健康診査を実施す
る。

6,500 生活福祉部
保険年金課
213-5862

認知症疾患医療
センター運営等
事業

　地域の認知症疾患の保健医療推進・向上を図ることを目的
とし，本人・家族や介護事業者などから認知症に関する相談
に応じる専門医療相談，画像検査等を基にした専門医による
認知症の詳しい診断の実施と治療方針の決定，認知症ととも
に併発している疾病（合併症）への対応，地域の関係機関と
の連携，本市認知症施策への助言・指導などを行う専門医療
機関として，「認知症疾患医療センター」を１箇所設置す
る。

2,600 健康長寿の
まち・京都

推進室
健康長寿
企画課
222-3411

～地域で気づ
き・つなぎ・支
える～認知症総
合支援事業
〔認知症初期集
中支援事業〕

　認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み
慣れた地域で暮らし続けられるために，認知症の人やその家
族に早期に関わり，訪問活動による情報収集やアセスメン
ト，本人・家族等への心理的サポート，受診勧奨や医療・介
護サービスに至るまでの支援などを実施する「認知症初期集
中支援チーム」を３箇所から６箇所に増設し，認知症の早期
診断・早期対応に向けた支援体制の充実を図る。

4,500 健康長寿の
まち・京都

推進室
健康長寿
企画課
222-3411
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

保　健　福　祉　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

在宅医療・介護
連携支援事業
～在宅医療・介
護連携支援セン
ターの地域展開
～

　医療と介護の両方を必要とする高齢者が，住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ
う，地域における在宅医療・介護関係者の連携体制を構築
し，在宅療養者に対する円滑な支援を実施することを目的と
した，在宅医療・介護連携支援センターを２箇所から６箇所
に増設する。当該センターを中心として，地域の医療・介護
関係者からの相談（訪問診療医の紹介，退院後の在宅療養に
係る医療・介護専門職のつなぎなどのコーディネート等）に
対応するとともに，関係機関の連携の促進等に資する取組を
実施する。

12,200 健康長寿の
まち・京都

推進室
健康長寿
企画課
222-3411

介護基盤等整備
助成

　「第７期京都市民長寿すこやかプラン」に基づく介護基盤
整備事業として，以下の施設の整備・運営予定事業者に対し
て，施設整備に係る経費を助成する。
　・特別養護老人ホーム
　・認知症高齢者グループホーム
　・小規模多機能型居宅介護事業所
　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
　・特別養護老人ホームにおけるプライバシー保護のための
改修支援

未定 健康長寿の
まち・京都

推進室
介護ケア
推進課
213-5871

「民泊」対策事
業

　平成３０年度に住宅宿泊事業法が施行し，市民や事業者の
「民泊」に対する関心が更に高まることが予想される中，市
民及び観光客の安心安全の確保と，地域住民の生活環境の保
全のため，住宅宿泊事業法に基づく届出受付体制の構築はも
ちろんのこと，これまで取り組んできた「民泊」に対する通
報等の受付・監視や違法・不適切な「民泊」に対する指導の
更なる強化を図る。

75,000 医療衛生
推進室

医務衛生課
222-3433

保　健　福　祉　局　　合計 434,300 13件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

社会的養護自立
支援事業

　今年度実施した「児童養護施設等退所者の生活状況及び支
援に関する調査」の結果を踏まえ，施設等入所者及び退所者
に対し，退所後の自立に向けて入所中から退所後まで切れ目
のない支援を実施するため，自立支援コーディネーターの配
置や，退所後の居住や生活費の支援，相談援助といった取組
を一体的に実施し，支援の充実を図る。

26,300 子ども若者
未来部

子ども家庭
支援課
746-7625

病児・病後児保
育事業

　病気中・病気回復期にある集団保育が困難な児童を一時的
に保育することで，保護者の子育てと就労の両立を支援する
ため，京都市子ども・子育て支援事業計画の内容を踏まえ，
新たな実施施設を開設する。

未定 幼保総合
支援室
251-2390

医療的ケア児保
育支援モデル事
業

　保育所等で保育が必要な医療的ケア児（日常生活を営むた
めに医療を要する状態にある障害児）の受入体制を確保す
る。

11,300 幼保総合
支援室
251-2390

保育所等におけ
る事故防止対策
推進事業

　乳児の睡眠中の事故等を防止するため，保育所等に事故防
止に必要な機器を導入することで，安心・安全な保育環境の
更なる充実を図る。

32,600 幼保総合
支援室
251-2390

保育の担い手確
保対策事業の充
実

　全国的な保育需要の増大に伴い保育に携わる人材の確保が
年々難しくなってきており，京都市においても保育士養成校
の卒業生の確保や潜在保育士の掘り起こしが課題となってい
ることから，「京都市保育魅力発信隊（仮称）派遣事業」と
「京都市保育人材サポートセンター」の充実を行い，京都市
における質の高い保育の安定的な提供を確保する。

4,900 幼保総合
支援室
251-2390

民間保育所等整
備助成

　待機児童ゼロの継続のため，民間保育所等の新設や増改
築，小規模保育事業所等の設置により定員増を行う社会福祉
法人等に対し，助成を行う。

未定 幼保総合
支援室
251-2390

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

子　ど　も　若　者　は　ぐ　く　み　局　予　算　要　求　の　内　容

子　ど　も　若　者　は　ぐ　く　み　局　　合計 75,100

（単位：千円）

6件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

ニュータウンの
活性化に係る取
組の推進

　平成２９年３月に策定された「洛西ニュータウンアクショ
ンプログラム」及び「向島ニュータウンまちづくりビジョ
ン」に基づき，地域が一体となって，ニュータウンの活性化
に向けた取組が進んでいる。
　平成３０年度は，引き続き，地域主体の取組を積極的に支
援するとともに，移住促進に関する更なる魅力情報の発信及
び洛西竹林公園等の所管施設の有効活用に向けた取組を推進
する。

28,000 都市企画部
都市総務課
222-3610

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

　本市では，「都市計画マスタープラン」に基づき，「保
全・再生・創造」の土地利用を基本とし，交通拠点の周辺に
都市機能を集積させるとともに，地域コミュニティを基本と
した生活圏の維持・構築を図ることで，それぞれの地域が
ネットワークされた，暮らしやすく，持続可能な都市構造を
目指すこととしている。
　しかし，今後，一定の人口減少及び高齢化の進行が避けら
れない状況であることから，平成２８年度から，持続可能な
都市の構築に向け，人口動向や土地利用の動向などについて
調査・分析を開始し，平成２９年度は，都市計画審議会に部
会を設置し，議論を重ねているところである。
　平成３０年度は，京都の都市特性も十分に踏まえながら，
定住人口，産業，文化，交流人口などの視点を基軸に，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，「立地適正化計画」制度の活用についても検討を行
いながら，都市計画マスタープランの実効性をより高めるプ
ラン及び必要な施策の検討を行う。

19,800 都市企画部
都市計画課
222-3505

空き家対策推進
事業

　本市では，空き家条例の施行後，普及・啓発や補助金制度
等により空き家の活用・流通を促進しているが，今後，人口
減少が続くと見込まれる中，放置された空き家が更に増加
し，地域コミュニティの活力の低下につながることが懸念さ
れる。
　平成３０年度は，持続可能な都市の構築に向け，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，新たに以下の取組を実施する。

・空き家の戸数，状態，需給の状況を把握するための実態調
　査
・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
　り方等を検討する有識者会議の実施

23,600 まち再生・
創造推進室
222-3503

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

京町家の保全及
び継承に関する
取組の推進

　本市では，京都の美しい町並み，及び茶道や華道に代表さ
れる伝統文化，四季折々の自然と共生する都市居住文化等，
個性豊かで洗練された景観・文化の象徴である京町家を将来
の世代に継承していくために，平成２９年１１月に制定した
「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」に基づき，重
点的かつ効果的に施策を展開していく。
　平成３０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。

・京町家所有者の保有・継承に係る金銭的な課題への支援
　　京町家であることに着目した改修助成，耐震改修費用に
　対する助成の充実，固定資産税負担に対する助成等を行
　う。
・京町家の流通・活用機会の確保
　　取壊しに関する事前届出制度の施行に伴い，民間の活力
　を活用した，新たな流通・活用の仕組みの調査研究や試行
　実施等を行う。
・京町家の価値の共有
　　京町家の価値や支援策に関する普及啓発等を行う。
・京町家の保全・継承の取組の効果を高める施策
　　新築の京町家に関する基準の検討や，京町家の意匠に合
　う，防火性能を有する木製建具の研究開発等を行う。

209,500 まち再生・
創造推進室
222-3503

建築指導部
建築指導課
222-3620
建築安全
推進課
222-3613

地域まちづくり
支援の取組の推
進

　本市では，まちづくり支援の基本方針である「職住共存地
区整備ガイドライン」を策定し，都心部のまちづくりにおい
て，地区計画の活用によるまちづくりに取り組んでいる。更
に，近年多様化する地域のまちづくりニーズに柔軟に対応す
るため，現在，支援内容の充実について，検討を進めている
ところである。
　平成３０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。

・地域まちづくりを支援する新たな枠組の構築に向けた検討
・住宅宿泊事業法の施行を踏まえた，専門家派遣による地域
　合意形成等に対する支援の充実

13,200 まち再生・
創造推進室
222-3503
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

洛西口～桂　駅
間プロジェクト
の推進

　本市では，阪急京都線洛西口駅付近の連続立体交差事業
（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，西京地域の活性化に資するまちづくりについて，包括連
携協定を締結した阪急電鉄と共に市民意見を聴きながら検討
を進めている。
　平成３０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。

・高架下公共施設基本設計及び実施設計
・地域による主体的なまちづくりを見据えた，人材育成プロ
　グラム開発及び実践支援

36,300 まち再生・
創造推進室
222-3503

歴史的景観の保
全に関する景観
政策の充実

　世界遺産をはじめとする寺社等とその周辺の歴史的景観を
保全するため，平成２９年７月に，①景観規制の充実，②有
効な支援策，③景観づくりの推進の３つを柱とする「歴史的
景観の保全に関する具体的施策（素案）」を取りまとめ，条
例改正等に向けて手続を進めている。
　平成３０年度は，景観規制の強化に伴う周知・普及啓発
や，歴史的な建造物等を保全するための支援策を充実すると
ともに，景観に関する様々な情報，関連施策を共有できるシ
ステムを構築するなど，歴史的景観の保全に向けた環境整備
や制度運用等を行う。

31,200 都市景観部
景観政策課
222-3397

「新景観政策」
の更なる進化に
向けた調査・検
討

　平成２９年度に実施している新景観政策１０周年記念事業
で提示された課題や今後の展望を基に，新景観政策の更なる
進化に向けた調査・検討を行う。
　具体的な事業内容として，これからの歴史・文化・創造都
市としてふさわしい景観づくりに向け，審議会を設置して調
査・検討を行い，シンポジウム等を開催するとともに，魅力
ある夜間景観づくりに向けた現状調査等を行う。

16,000 都市景観部
景観政策課
222-3397
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

要安全確認計画
記載建築物（指
定道路沿道）耐
震化対策

　「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき京都市
建築物耐震改修促進計画において指定する重要な拠点施設等
を結ぶ道路の沿道（指定道路沿道）に位置し，地震により倒
壊した場合に道路の通行を妨げるおそれがある建築物（要安
全確認計画記載建築物）については，災害時の初動における
緊急車両等の通行を確保するため，耐震診断の実施が義務付
けられることから，平成２９年度は，耐震診断に係る助成制
度を設けた。
 平成３０年度は，更なる耐震化を促進するため，新たに以
下の取組を実施する。

・耐震改修計画作成及び耐震改修に要する費用を助成する制
　度の創設

10,400 建築指導部
建築安全
推進課
222-3613

安心・安全な東
大路歩行空間創
出事業

　多くの市民・来訪者が訪れる東大路通及びその周辺におけ
る安心・安全な歩行空間の創出に向け，地元住民や関係団体
と情報共有を図りながら取組を継続するとともに，自転車利
用に係る課題も含めた歩行環境の改善策の検討を進める。

13,700 歩くまち
京都推進室
222-3483

駅等のバリアフ
リー化の推進

　平成２３年度に策定した「「歩くまち・京都」交通バリア
フリー全体構想」等に基づき，駅施設（西院駅（阪急），西
大路駅，桃山駅，京都駅（以上，ＪＲ西日本））のバリアフ
リー化整備を推進する。

248,800 歩くまち
京都推進室
222-3483

京都における自
動運転技術の社
会実装に向けた
研究

　近年，自動運転に関する技術進歩は目覚ましく，国におい
ても，未来投資戦略２０１７で「高度な自動走行の実現に向
けた制度整備の加速」が掲げられるなど，今後，自動運転の
普及が急速に進んでいくことが見込まれる。
　こうした状況の中，自動運転技術を市政課題の解決や新た
なまちの魅力の創出に結び付けていくため，京都の都市特性
に応じた自動運転の活用方法を幅広く検討していく。

18,000 歩くまち
京都推進室
222-3483
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

都　市　計　画　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

定住人口・交流
人口に係る交通
流動把握調査

  観光客の急増や人口減少社会の進展などを踏まえ，限られ
た道路空間や鉄道バス等を市民等の「定住人口」と観光客等
の「交流人口」に効率的に利用していただき，利便性の向上
を図る必要があることから，既存データの活用・検証，ビッ
グデータの活用などを通じて，「定住人口」と「交流人口」
の流動実態を把握する。
　本調査を通じて把握された交通流動の実情等は，既存公共
交通の更なる有効活用や，新たな公共交通システムの導入可
能性など，今後の交通政策の検討に活かしていく。

60,000 歩くまち
京都推進室
222-3483

都　市　計　画　局　　合計 728,500 13件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

入洛客の受入環
境の整備・充実

405,000 土木管理部
土木管理課
222-3568

自転車政策
推進室
222-3565

みどり政策
推進室
741-8600

建　設　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

　本市では，市民の皆様の御協力のもと，住む人にも訪れる
人にも満足度の高いまちづくりの実現を目指し，近年，入洛
客の増加など更なる賑わいを創出している。
　入洛客の大幅な増加により観光を取り巻く情勢が変化して
いるなか，本市の都市格と魅力を一層向上させる必要があ
り，入洛客の受入環境の整備と維持管理の充実が求められて
いる。
　このため，公園や駐車場のトイレのリニューアルや清掃の
充実，道路の除草・清掃の充実，誰もが紅葉を楽しむための
街路樹の二段階剪定を充実することで，入洛客の「おもてな
し」環境の改善と市民の皆様や入洛客の皆様が「京都に住ん
でいてよかった，住みたい，働きたい，訪れたい」と感じて
いただけるまちづくりを進めていく。

【トイレ環境改善】
＜自転車政策推進室＞
○観光駐車場等におけるトイレのリニューアル及び清掃の充
実
（リニューアル３駐車場，清掃充実７駐車場）
　　　　　　　　　　　　　　　【要求額　 91,600】
＜みどり政策推進室＞
○観光地周辺の公園におけるトイレのリニューアル及び清掃
の充実（リニューアル２公園，清掃充実２４公園，洋式化５
公園）
　　　　　　　　　　　　　　　【要求額　184,400】

【道路環境改善】
＜土木管理課＞
○観光地周辺における道路除草・清掃の充実
　　　　　　　　　　　　　　　【要求額　 80,000】
＜みどり政策推進室＞
○街路樹育成管理の充実　　　　【要求額　 49,000】

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号
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建　設　局　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

「文化芸術都
市・京都」の新
たな文化ゾーン
の創出に寄与す
る「高瀬川再生
プロジェクト」
の推進

　高瀬川は，江戸時代初期に角倉了以によって，京都の中心
部と伏見を結ぶために物流用に開削された運河であり，開削
から大正９年までの約３００年間，京都・伏見間の水運に用
いられた。
　平成２２年度に高瀬川の始まりである一之船入（二条木屋
町下る）付近から石積み護岸の修繕等の改修工事を進めてお
り，平成３２年度には五条通まで完了する予定である。
　五条通以南についても，引き続き改修が必要な状況である
ことに加え，平成２９年３月に本市が策定した「京都駅東南
部エリア活性化方針」において，同エリアと京都市立芸術大
学移転予定地が高瀬川とつながっており，高瀬川は，文化芸
術を楽しむアート・プロムナードとして，連続して整備する
ことが期待されている。このため，魅力ある水辺空間など，
創作活動にふさわしい環境づくりとともに，上流の護岸改修
とも調和した空間の創出の検討を行う。
　平成３０年度は，京都駅東南部エリアにおける親水空間の
創出と，高瀬川の在り方を検討するための基礎調査を実施す
る。

11,000 土木管理部
河川整備課
222-3591

いのちを守る都
市基盤防災・減
災対策プロジェ
クト

4,938,000 土木管理部
土木管理課
222-3568
橋りょう
健全推進課
222-3561
河川整備課
222-3591
道路明示課
222-3566

道路建設部
道路建設課
222-3577

建　設　局　　合計 5,354,000 3件

　近年多発する局地的集中豪雨等を踏まえ，災害時において
も健全な都市機能が確保できるよう，以下の事業を実施す
る。

＜土木管理課＞
　○緊急輸送道路に面する斜面等の防災対策
                                  【要求額   542,800】

＜橋りょう健全推進課，道路建設課＞
  ○「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」に基づく
　　橋りょうの耐震補強・老朽化修繕（耐震補強１７橋，
　　老朽化修繕８橋）　　　　　　　【要求額 3,083,900】

＜河川整備課＞
　○「普通河川整備プログラム」に基づく普通河川緊急対
　　策事業(３河川)  　　　　　　　【要求額   299,000】
　○「河川維持保全基本計画」に基づく普通河川点検業務
　　                              【要求額    19,000】
  ○京北周山地域浸水対策　　      【要求額　　53,000】
　○「排水機場長寿命化修繕計画」に基づく排水機場の老
　　朽化修繕 (１２排水機場,２樋門)【要求額   889,200】

＜道路明示課＞
　○災害に強いまちづくりのための道路台帳整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　【要求額    51,100】
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

京都市会史（資
料編）編さん

　前回の刊行以後，約３０年を経過しようとしており，長期
的な視点から議会活動を振り返るまとまった資料がない状況
にあるため，市会・市政の動きや市会改革・市会活性化の取
組等を振り返り，今後の議会活動の活性化に資することを目
的として，京都市会史（資料編）を編さんする。

3,000 市会事務局
調査課
222-3697

市　会　事　務　局　予　算　要　求　の　内　容

市　会　事　務　局　　合計 3,000

（単位：千円）

1件

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

消防用ドローン
の導入

　火災や救助事故，大規模災害など，消防職員やヘリコプ
ターが立ち入ることが困難な現場での情報収集活動等を充実
させるため，消防用ドローンを導入し，更なる消防力の向上
を図るもの。

18,000 総務部
総務課
212-6635

民泊等に対する
防火対策の推進

  平成３０年６月に住宅宿泊事業法が施行され，「民泊」の
増加が見込まれるため，新たに営業を開始する「民泊」が消
防法令に適合するよう指導を徹底するとともに，既に営業し
ている「民泊」に対する立入検査を強化し，宿泊者及び周辺
住民の安心・安全を確保する。
　また，２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会が開催されるにあたり，京都市においても，多数の外国
人等の来訪が見込まれるため，各施設において外国人来訪者
等に配慮した災害発生時の情報伝達や避難誘導が効果的に行
われるよう，安心・安全の「おもてなし」の向上を図る。

3,000 総務部
総務課
212-6635

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

消　防　局　予　算　要　求　の　内　容

消　防　局　　合計 21,000

（単位：千円）

2件
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平成３０年度予算　政策的新規・充実事業一覧

「働き方改革」
推進のための環
境整備

　文部科学省実施の教員勤務実態調査において，教員の長時
間勤務の実態が看過できない状況であることが明らかとな
り，中央教育審議会においては「学校における働き方改革に
係る緊急提言」がまとめられ，具体的対応が求められている
ところである。
　本市においても教員の長時間勤務について同様の実態があ
る中，これまでから独自予算による少人数学級の実施やス
クールカウンセラーの全校配置など人的配置の充実や校務効
率化のためのコンピュータシステム導入など事務効率化を進
めてきたが，勤務時間をより客観的に把握できるシステムの
新規導入や部活動指導員制度の導入，教員の事務的な業務を
サポートするスタッフの新規配置など人的配置を拡大するこ
となどにより，更なる「働き方改革」推進のための環境整備
を実施する。

212,900 総務部
教職員
人事課
222-3781

体育健康
教育室
708-5322

インターネット
を活用した児
童・生徒の家庭
等での学習を支
援する環境整備

　市立学校で活用可能なクラウドサーバを設置し，学校と家
庭での学習を連動させることにより，「反転学習」や「問題
解決型学習」などの家庭学習を促進し，新学習指導要領で求
められる「主体的・対話的で深い学び」を推進するととも
に，不登校児童・生徒への切れ目ない学習支援等を行うツー
ルとしても活用する。

1,800 総務部
学校事務
支援室
841-3505

指導部
学校指導課
222-3811
生徒指導課
213-5622

新学習指導要領
実施に向けた英
語教育環境の充
実

　新学習指導要領における小学校外国語活動の教科化・早期
化等による授業時数の増加や中学校・高等学校でのより高度
な実践的英語力の育成に向け，外国語指導助手（ＡＬＴ）の
計画的な配置拡大を進め，英語教育環境の充実を図る。

19,700 指導部
学校指導課
222-3808

市立高校文化部
活性化事業

　文化庁移転や東京オリンピック・パラリンピック開催を控
え，子どもたちが自国の文化を知り，発信していく力を育む
ことが一層求められる中，全市立高校生を対象に実施してい
る「『茶道』を中心としたおもてなし事業」に加え，伝統文
化をはじめとする文化部活動を重点的に支援することで，市
立高校生の文化力の一層の高まりを目指す。

2,000 指導部
学校指導課
222-3811

事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

教　育　委　員　会　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

教　育　委　員　会　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

京都・パリ友情
盟約締結６０周
年記念事業の実
施

　本市の初めての姉妹都市として，パリ市と友情盟約を締結
してから平成３０年度に６０周年を迎えることから，両市の
友好の機運を高め，更なる交流を促進するため，学校教育，
生涯学習両面で記念事業を実施する。

3,200 指導部
学校指導課
222-3808

生涯学習部
801-8822

障害のある児
童・生徒に対す
るきめ細やかな
教育体制の構築

　児童・生徒の障害特性に応じた適切な指導・支援の充実に
向け，障害に係る専門知識だけでなく，医療・福祉面の専門
知識も有するコーディネーターを総合支援学校に配置する。
また，総合支援学校高等部生徒の就労支援の更なる推進のた
め，就労支援コーディネーターを配置し，各関係機関と学校
との連携強化と教員の負担軽減につなげる。さらに，平成３
０年度から制度化される高校段階における「通級による指
導」を開始するため，通級指導担当教員を配置する。

40,200 指導部
総合育成
支援課
352-2285

国際博物館会議
（ＩＣＯＭ）京
都大会開催に向
けた機運づくり
推進（プレイベ
ント等の開催や
市内博物館ネッ
トワークの更な
る充実）

　平成３１年度の国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会開催
に向け，平成２９年１月に発足した「国際博物館会議（ＩＣ
ＯＭ）京都大会推進委員会」を中心としたプレイベント実施
や外国人観光客等受入環境の整備等の取組に対する支援を行
う。
　また，本市ならではの市内博物館のネットワークを更に充
実し，本市独自のプレイベント等を実施することで，ＩＣＯ
Ｍ京都大会開催に向けた機運づくりを進めるとともに，「京
都の文化の発信」のための取組を推進する。

62,500 生涯学習部
251-0420

青少年科学セン
ターへの科学地
球儀の設置

　「はばたけ未来へ！　京プラン」第２ステージの重点戦略
である「低炭素・循環型まちづくり戦略」や「京都市環境教
育・学習基本指針」に基づく取組を推進するため，本市の科
学教育の中心である青少年科学センターに地球環境を立体
的・視覚的に学ぶことができるシステム（科学地球儀）を設
置する。

15,000 青少年科学
センター
642-1601
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事業名 事　業　概　要 要求額
所管課
電話番号

教　育　委　員　会　予　算　要　求　の　内　容

（単位：千円）

青少年科学セン
タープラネタリ
ウムリニューア
ル

　本市で唯一である青少年科学センターのプラネタリウムに
ついて，最新の投映機等を導入することにより，圧倒的に美
しい星空とリアルな映像空間を表現できるプラネタリウムに
リニューアルする。また，日本初の対面学習用のサブコン
ソール（第２の操作卓）を客席に新たに設置することで，観
客と対話しながら進行する子ども向け番組の充実や児童・生
徒に発問しながら進行する学習番組をさらに発展させる。

3,100 青少年科学
センター
642-1601

教　育　委　員　会　　合計 360,400 9件
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