
総合企画局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

  平成３１年度は，京都のあらゆる強みを最大限に活かし，「はばたけ未来へ！ 京プラ

ン（京都市基本計画）」に掲げる京都の未来像の実現と，人口減少社会の克服，東京一極

集中の是正に向け，市民と行政が，ひとごとではなく“みんなごと”として協働し，「京

プラン実施計画 第２ステージ」及び「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦

略に掲げる事業を着実に推進するとともに，「地方創生」と「レジリエント・シティ」の

取組とも融合した，持続可能な社会を目指すＳＤＧｓの推進に積極的に取り組み，京都

の未来を力強く切り拓くための予算を編成した。 

  具体的には，京都の大きな強みでもある「大学のまち京都・学生のまち京都」の推進

に係る施策や，西陣を中心とした地域や京都駅東部エリアなどにおける多様な地域資源

と個性を活かした地域の活性化の取組をはじめとして，市民，地域，ＮＰＯ，企業，大

学等との連携・協働による定住人口・交流人口の維持・増加を目指した取組を行うとと

もに，文化庁の全面的な移転の着実な推進や，国家戦略としての京都創生，双京構想の

推進などの京都の都市特性を活かした取組を進めることで，京都の魅力と都市格の更な

る向上につなげていく。  

 

 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞  

次期基本計画策定に向けた取組                  15,000 千円 

御代替わりに係る慶祝事業                     8,000 千円 

西陣を中心とした地域の活性化                  10,000 千円 

京都駅東部エリアの活性化                     4,500 千円 

学生向けアプリ（「大学のまち京都・学生のまち京都」アプリ（仮称））の開発・活用 

     8,500 千円 

全国から京都へ！ 留学生の戦略的誘致事業              5,000千円 

京都・ボストン姉妹都市提携６０周年記念事業 

全体事業費 14,915 千円（うち政策分 6,000 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 6,468,000 5,241,000

1 市政の総合的な推進 1,115,828 1,271,473

市政の企画・調整等 「はばたけ未来へ！  京プラン」の推進 16,681 16,415

次期基本計画策定に向けた取組 <政　策>

                          など

文化庁の京都移転の推進 8,000 9,000

国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推進 24,358 34,474

京都創生ＰＲ事業「京あるきin東京」

　　　　　　　　　　　　　　　　など

御代替わりに係る慶祝事業 <政  策> 8,000 -

リニア中央新幹線の誘致及び北陸新幹線の早期整備の推進 5,600 6,600

西陣を中心とした地域の活性化 10,000 8,000

活性化ビジョン「温故創新・西陣」に基づく多様な主体

の協働によるまちづくりの推進 <政  策>

岡崎地域活性化ビジョンの推進 19,351 29,000

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 16,960 20,812

「京都駅西部エリアまちづくり協議会」を中心とした多

様な地域主体との連携によるまちづくりの推進，「賑わ

いゾーン」活用に向けた取組の推進

京都駅東部エリアの活性化 4,500 6,000

多様な主体の連携による「文化芸術都市・京都」の新た

なシンボルゾーンの創生に向けたまちづくりの推進

<政  策>

京都駅東南部エリアの活性化 4,787 4,700

「文化芸術」と「若者」を基軸とした新たなまちづくり

の推進

東部クリーンセンター跡地活用の推進 100 100

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

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 4,585 8,300

・検討

地方分権改革・広域連携の推進 63,594 62,304

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 43,499 44,663

参加と協働による市 市民参加推進計画の推進 3,476 3,444

政運営

～ひとごとではなく，「自分ごと」，「みんなごと」とし 13,063 15,893

て市民・行政が協働！～“みんなごと”のまちづくり推進

事業

「京都市移住サポートセンター『住むなら京都
 みやこ

』」の運営 9,015 10,320

大学のまち京都・学 学生向けアプリ（「大学のまち京都・学生のまち京都」 8,500 -

生のまち京都の推進 アプリ（仮称））の開発・活用 <政　策>

大学を核とした地域連携・企業連携の推進 20,343 27,500

「学まち連携大学」促進事業

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（担い手）の

育成

学生活動の支援 15,685 16,000

京都学生祭典への支援

輝く学生応援プロジェクト

学生が発信！「大学のまち京都」プロモーション事業

総合的な留学生誘致及び支援の推進 64,144 62,431

全国から京都へ！　留学生の戦略的誘致事業 <政　策>

留学生の就職支援・マッチング事業

　「京（みやこ）グローバル大学」促進事業

留学生スタディ京都ネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　など

大学のまち交流センター管理運営 186,962 187,999

市 政 広 報 等 多様な媒体を活用した市政広報・広聴の推進 395,124 411,208

複合的に媒体を活用する「クロスメディア広報事業」,

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

（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

東 京 事 務 所 東京事務所運営 40,737 36,327

基 金 積 立 金 基金積立金 6,500 -

教育振興基金

ふるさと納税基金

2 情報化推進 5,001,406 3,626,912

情 報 化 推 進 イントラネットの管理運営など 835,580 721,988

行政業務情報化推進 134,488 137,235

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 3,795,127 2,481,967

オープン化推進のためのシステム開発

現行システム及び新システムの管理運営

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

 マイナンバー法に係る情報連携基盤の運用 84,523 114,926

京都市におけるオープンデータの推進 3,074 3,017

電子窓口サービス共同事業 14,362 14,016

情報公開，情報提供，個人情報保護 7,099 6,950

文書管理事務 51,581 50,642

統 計 調 査 受託統計調査 70,094 90,434

経済センサス-基礎調査など

3 国際化推進 350,766 342,615

国 際 化 推 進 姉妹都市交流事業 19,493 52,000

京都・ボストン姉妹都市提携６０周年記念事業

<政  策>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

世界歴史都市連盟事業 6,730 15,311

京都文化交流発信事業の推進 6,000 6,500

多文化共生施策の推進 27,250 25,619

地域・多文化交流ネットワーク促進事業など

（総合企画局－3）
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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

国際交流会館管理運営 271,600 220,371

魅力向上のための建築及び設備改修工事

排煙設備改修工事

　　　　　　　など

（総合企画局－4）
-111-


