
文化市民局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 
 

  令和２年度においては，新・文化庁の全面的移転を見据え，２０２０年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会，日本博，ワールドマスターズゲームズ２０２１関

西，大阪・関西万博を契機とした，文化芸術の振興，文化遺産の保存と活用や，市民

スポーツの振興を推進し，「市民生活の豊かさ」と「世界の文化首都・京都」として

の魅力・都市格の更なる向上につなげていく。 

  また，市民生活の安心・安全の向上や地域課題の解決，すべての人が様々な分野で

活躍できる共生社会の実現に向け，市民力・地域力を活かした施策を展開する。 

  持続可能な社会を目指すＳＤＧｓの推進やしなやかで強靭なレジリエント・シティ

の実現に市民ぐるみで取り組んでいくとともに，文化を基軸としたあらゆる施策の融

合により，地域の賑わいと活力の創出を一層深化・加速させ，市民の皆様が将来に夢

と希望を持ち，確かな豊かさを実感できるまちづくりを進めていく。 

  これらのことを踏まえ，以下の４点の重点施策に基づく予算を編成した。 

 

 ＜令和２年度の文化市民局の重点施策＞ 

① 新・文化庁の本格移転を見据えた文化芸術の更なる振興と魅力発信 

   （「文化」を基軸とした施策の展開，文化芸術資源・文化遺産の保存と活用） 

 ② 「ゴールデン・スポーツイヤーズ」で高まる機運を活かした市民スポーツの振興 

 ③ 人口減少社会における地域の課題解決に向けた取組，市民生活の安心・安全の向上 

④ すべての人が様々な分野で活躍できる共生社会の実現 

 

２ 主な新規・充実事業 
 

①  新・文化庁の本格移転を見据えた文化芸術の更なる振興と魅力発信 

  （「文化」を基軸とした施策の展開，文化芸術資源・文化遺産の保存と活用） 
 

＜政策的新規・充実事業＞ 

 ◆子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出   

全体事業費 34,852 千円（うち充実分 8,200 千円） 

  ◆KYOTO STEAM－世界文化交流祭－                    170,000 千円 

  ◆京都文化力プロジェクト２０１６－２０２０の実施       25,000 千円 

 ◆文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業      16,000 千円 

 ◆京都映画賞（仮称）の実施～時代劇の担い手を未来へ～     16,000 千円 

 ◆アート市場活性化事業                     6,500 千円 

 ◆市文化財の「保存と活用の好循環」創出に向けた重点的修理推進事業（仮称） 

                                                   32,000 千円 

  ◆市指定文化財防災対策重点強化事業               13,000 千円 

  ◆京都文化遺産保存活用事業                      8,000 千円 

 ◆京都市京セラ美術館オープニングプロジェクト                 354,000 千円 

  ◆「いのちかがやく京都市動物園構想２０２０」推進事業          63,600 千円 

 ◆二条城２０２０                                40,000 千円 

 ◆二条城城内環境向上事業                    74,200 千円 

 ◆文化会館長寿命化に向けた改修計画の策定               20,700 千円 
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＜局枠等新規・充実事業＞ 

 ◆京都芸術センターバージョンアップ事業             2,000 千円 

 ◆京都国際舞台芸術祭（KYOTO EXPERIMENT）        

全体事業費 47,000千円（うち充実分 18,000千円） 

  ◆創造都市ネットワーク日本                               1,500 千円 

 ◆「京都文化遺産を千年先に」プログラム              2,000 千円 

◆Living History in 二条城～生きた歴史体感プログラム～        25,000 千円 

  ◆京都市の文化財展～オリンピック・パラリンピック連動事業～   2,800 千円 

 ◆歴史資料館収蔵資料のデジタル化事業                     4,000 千円 

 

② 「ゴールデン・スポーツイヤーズ」で高まる機運を活かした市民スポーツの振興  
 

＜政策的新規・充実事業＞ 

 ◆京都マラソン２０２１（第１０回記念大会）に係る各種取組    40,000 千円 

  ◆「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」大会開催準備   140,000 千円 

 ◆東京２０２０オリンピックの盛り上げとスポーツ機運醸成事業     3,000 千円 

  ◆西京極総合運動公園の計画的改修（たけびしスタジアム京都メインスタンド観客 

席屋根の設置及びナイター設備のＬＥＤ化）に向けた調査・検討   5,000 千円 
 

＜局枠等新規・充実事業＞ 

 ◆東京２０２０オリンピック聖火リレー事業                      67,000 千円 

 

 ③ 人口減少社会における地域の課題解決に向けた取組，市民生活の安心・安全の向上 
 

＜政策的新規・充実事業＞ 

 ◆京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まち 

  づくり支援事業予算」   全体事業費 287,901 千円（うち政策分 8,500 千円） 

 ◆北部山間地域の持続可能なまちづくり～北部山間かがやき隊員起業等支援～ 

3,000 千円 

  ◆テレビ電話型翻訳タブレット端末を活用した区役所・支所における窓口サービス 

の充実                            3,800 千円 

  ◆西京区総合庁舎整備                                          68,100 千円 

  ◆高齢運転者事故防止支援事業                                   3,800 千円 

 ◆繁華街における飲食店等による客引き行為等対策の推進           

全体事業費 47,058 千円（うち充実分 8,200 千円） 
 

＜局枠等新規・充実事業＞ 

 ◆京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進（健康増進法の改正に伴う路上喫 

煙対策の強化）      全体事業費 56,588 千円（うち新規分 5,000 千円） 

 

④ すべての人が様々な分野で活躍できる共生社会の実現 
 

＜政策的新規・充実事業＞ 

 ◆性の多様性の理解及びＬＧＢＴ等の性的少数者の社会参加の促進プロジェクト 

                                 2,800 千円 

 ◆文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業（再掲）  16,000 千円 

◆テレビ電話型翻訳タブレット端末を活用した区役所・支所における窓口サービス 

の充実（再掲）                        3,800 千円 
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３　文化市民局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 17,661,000 22,427,000

1 文化の振興  7,684,717 14,979,225

文 化 振 興 対 策 京都文化芸術都市創生条例及び計画の推進 13,150 12,640

芸術文化特別奨励制度 7,422 7,435

　募集，審査委員会の運営，奨励金の交付

文化芸術顕彰制度 3,776 3,222

助成金等内定者資金融資制度 40,395 40,387

若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり 23,700 23,700

子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出 34,852 26,176

文化芸術授業（ようこそアーティスト）など <政　策>

中学生の能楽大連吟～未来～の実施 4,000 4,000

文化ボランティア事業の推進 1,395 1,370

京都市キャンパス文化パートナーズ制度 1,748 1,732

市民狂言会 1,600 4,406

京都芸術センター運営 130,579 129,391

京都芸術センターバージョンアップ事業 <新　規> 2,000 -

芸術文化協会事業助成 24,824 24,824

交響楽団運営 865,000 772,530

京都市交響楽団ビジョンの推進

古典の日推進事業 6,500 7,500

京都・和の文化体験の日の実施 3,600 5,093

京都国際映画祭 5,000 5,000

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

＜文化市民局所管＞

（文化市民局－1）
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千円 千円

京都国際舞台芸術祭（KYOTO EXPERIMENT） 47,000 29,000

「日本博」と連携した京都の先進的な舞台芸術の発信

<充　実>

東アジア文化都市交流事業 10,226 10,000

中国・韓国との文化交流事業の実施など

伝統芸能文化創生プロジェクト 15,526 16,013

京都文学賞の実施 18,000 18,000

アーティスト・イン・レジデンス連携拠点事業 3,000 4,100

「地域に根ざした暮らしの文化」を通じたまちづくりの 3,500 5,000

推進

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－ <政　策> 170,000 200,000

京都文化力プロジェクト２０１６－２０２０の実施 25,000 25,000

<政　策>

文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業 16,000 13,100

<政　策>

京都映画賞（仮称）の実施 16,000 -

～時代劇の担い手を未来へ～ <政　策>

アート市場活性化事業 <政　策> 6,500 -

創造都市ネットワーク日本 <新　規> 1,500 -

基金積立金 9,530 23,037

文化芸術振興基金（文化芸術企画課）

文 化 財 保 護 対 策 市指定文化財等保存修理 50,000 50,000

市文化財の「保存と活用の好循環」創出に向けた重点的修 32,000 -

理推進事業（仮称） <政　策>

市指定文化財防災対策重点強化事業 <政　策> 13,000 -

文化財保護事業資金融資事業 15,012 15,012

みやこ文化財愛護委員，文化財マネージャーの育成 2,200 2,200

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－2）
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千円 千円

伝統行事助成 74,181 74,181

　祇園祭，五山送り火に対する助成

　　山鉾染織品等修理，山鉾修理，行事助成など

天然記念物深泥池の保全・活用 1,816 1,798

文化財保護普及啓発 5,142 5,117

特別天然記念物オオサンショウウオ保護事業 5,240 5,188

埋蔵文化財発掘調査 60,253 50,412

出土遺物整理 10,200 10,100

考古資料館運営 26,419 26,159

埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備 27,540 27,270

文化観光資源保護財団助成 93,490 93,490

“京都をつなぐ無形文化遺産”制度 9,324 9,907

“京都を彩る建物や庭園”制度 26,519 26,454

京都市の文化的景観推進事業 5,508 5,454

「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度 10,242 11,615

文化財説明板の多言語化事業 3,500 5,600

世界遺産「古都京都の文化財」の包括的保存管理計画策定 18,400 20,200

史跡公有化及び仮整備事業 168,530 245,621

山科本願寺など

市所有史跡等管理 52,352 48,921

京都市文化財保存活用地域計画の策定 7,000 10,000

京都文化遺産保存活用事業 <政　策> 8,000 -

「京都文化遺産を千年先に」プログラム <新　規> 2,000 -

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－3）
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千円 千円

基金積立金 15,000 15,000

文化芸術振興基金（文化財保護課）

文化観光資源保護基金

文化施設等の運営 美術館運営 1,046,543 184,138

施設管理運営，展覧会開催など

京都市京セラ美術館オープニングプロジェクト <政　策> 354,000 -

動物園運営 277,486 287,219

ゾウ繁殖プロジェクト 5,610 5,555

生き物・学び・研究センターパワーアップ事業 23,676 25,008

「いのちかがやく京都市動物園構想２０２０」推進事業 63,600 -

<政　策>

二条城運営 548,515 527,400

二条城整備 226,226 221,679

　障壁画模写，その他施設改修など

世界遺産・二条城本格修理事業 235,600 260,800

　東大手門及び番所の保存修理本丸御殿の保存修理

世界遺産・二条城一口城主（本格修理募金事業） 4,878 4,791

二条城おもてなし環境向上事業 31,465 155,800

二条城２０２０ <政　策> 40,000 15,500

二条城城内環境向上事業 <政　策> 74,200 -

Living History in 二条城　 25,000 -

～生きた歴史体感プログラム～ <新　規>

歴史資料館運営 16,987 13,844

京都市の文化財展 2,800 -

～オリンピック・パラリンピック連動事業～ <新　規>

歴史資料館収蔵資料のデジタル化事業 <新　規> 4,000 -

京都コンサートホール運営 173,660 172,080

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－4）
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千円 千円

ロームシアター京都運営 377,151 373,744

文化会館運営 310,993 312,450

　５か所

文化会館長寿命化に向けた改修計画の策定 <政　策> 20,700 -

文化施設等整備 535,647 174,648

基金積立金 808,947 3,014,814

　美術館基金

動物園整備基金

文化芸術振興基金（元離宮二条城）

2 市民生活の向上 6,078,330 4,414,426

地 域 振 興 対 策 京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民 287,901 295,947

提案・共汗型まちづくり支援事業予算」

（内訳）

北区 30,068 28,472

北区民まちづくり提案支援事業

船岡山を活かした魅力スポットの創出

【ニコニコ北っ子】子どもとはぐくむ地域の絆

北区の地域力と民活力を生かした高齢単身者の個別避難計画作成事業

　　　　　　　              　　　　　　　　　　　　　　　　など

上京区 20,584 25,842

上京区民まちづくり活動支援事業

上京型観光の創出～アプリを活用した魅力発信～

未来プロジェクト

ゴールデン・スポーツイヤーズ！！～みんなで参加，目指せ健康長寿！～

　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　など

左京区 24,418 27,047

左京区まちづくり活動支援事業

左京・地域ゆかりの文化発信・継承プロジェクト

災害に強い左京区づくり事業

オール左京・みんなごとのまちづくり推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－5）
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千円 千円

中京区 20,353 21,026

  中京区民まちづくり支援事業

次代につなぐ子ども・若者の学びプロジェクト

知る・測る・やってみる～「京からはんなり・健康長寿のまち中京」

推進プロジェクト

「中京ベビーズサポートマーケット」プロジェクト事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

東山区 15,799 18,556

東山区まちづくり支援事業

地域ぐるみで子どもたちをはぐくもう！東山

皆でつくろう！健康長寿のまち・東山

文化・歴史・人づくり

　　　　　　　　　など

山科区 29,606 27,309

山科“きずな”支援事業

やましな輝きプロジェクト

やましな子育て情報発信事業

山科ブランディング事業 <政　策>

　　　　　　　　　　など

下京区 19,197 20,536

下京区民が主役のまちづくりサポート事業

東本願寺前市民緑地整備事業の機運醸成に向けた取組 <政　策>

しもぎょう伝燈祭

下京区ひきこもりを考える会の創設～誰も取り残されない社会へ～（仮称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

南区 18,255 18,032

みなみ力で頑張る！区民応援事業

地域ぐるみでの子育て支援の推進

健康長寿推進事業

南区情報ステーション事業

　　　　　　　　　　　など

右京区 31,912 33,668

右京区まちづくり支援制度

区民がまちに関わるきっかけづくり・活躍できる場づくり

「健康長寿のまち右京」推進

右京子どもの未来応援事業

　　　　　　　　　　　など

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－6）
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千円 千円

西京区 31,340 29,614

西京区地域力サポート事業

レッツ自治活動！大作戦 <政　策>

西山文化魅力発信プロジェクト　

西京区の魅力と文化の発信～西京区認知度up大作戦～

未来の西京まち結び～みらまち結び～

らくさいさくら祭

　　　　　　　など

伏見区 46,369 45,845

伏見区区民活動支援事業

おかげさまで１０周年「伏見連続講座」

伏見地域の文化・観光振興

深草の魅力「知って」・「感じる」体感プロジェクト

だいご文化活動応援隊

　　　　　　　　　など

地域コミュニティ活性化策の推進 16,972 21,770

北部山間地域への移住促進事業 15,830 16,864

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 37,087 36,920

北部山間地域の持続可能なまちづくり 3,000 -

～北部山間かがやき隊員起業等支援～ <政　策>

テレビ電話型翻訳タブレット端末を活用した区役所・支所 3,800 -

における窓口サービスの充実 <政　策>

ＮＰＯ法人等の市民活動支援施策の推進 6,521 6,648

市政協力委員による広報・広聴事業の推進など 186,731 186,456

市民活動総合センター運営 61,952 61,831

いきいき市民活動センター運営 291,056 290,363

北いきいき市民活動センター等の移転整備 225,196 30,600

次期各区基本計画の策定に向けた取組 33,000 25,000

西京区総合庁舎整備 <政　策> 68,100 13,300

区庁舎の維持，管理 1,351,767 1,299,929

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－7）
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久世ふれあいセンター運営               7,781 7,642

基金積立金 30 14,123

ふるさと納税基金

市 民 窓 口 事 務 戸籍・住民票発行等事務 495,351 495,914

マイナンバーカードの普及促進 1,982,172 637,641

マイナンバー制度の導入等を契機とした窓口サービス向上 317,311 188,775

と業務の効率化

区役所窓口サービス向上・業務効率化に向けた取組

各種証明書等のコンビニ交付の推進

市 民 総 合 相 談 消費生活基本計画の推進 53,107 59,095

・ 消 費 者 対 策 　消費者啓発，消費者相談

　多重債務者対策

食品表示法立入調査等

　消費生活総合センター運営など

市民相談事業 27,848 27,514

　市政一般相談，税務相談，法律相談，交通事故相談

生 活 安 全 対 策 生活安全施策の推進 5,451 8,444

世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進 108,190 100,444

運動

交通安全啓発 8,243 8,243

高齢運転者事故防止支援事業 <政　策> 3,800 -

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進 56,588 53,257

健康増進法の改正に伴う路上喫煙対策の強化 <新　規>

犯罪被害者等支援策の推進 10,572 10,209

繁華街における飲食店等による客引き行為等対策の推進 47,058 37,527

客引き行為等の禁止等に関する条例の改正に伴う指導等

の強化 <政　策>

京都市災害ボランティアセンター運営 4,000 4,000

野生鳥獣による生活環境被害防止対策及び自主防除組織支 6,400 6,100

援対策

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－8）
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3 共生社会の実現 389,576 354,329

人 権 文 化 の 推 進 人権文化推進計画の推進 58,135 58,568

性の多様性の理解及びＬＧＢＴ等の性的少数者の社会参加 2,800 -

の促進プロジェクト <政　策>

世界人権問題研究センター運営 32,536 31,531

奨学金返還事務等経費 7,849 13,097

基金積立金 22 22

社会福祉奨学基金

男女共同参画の推進 きょうと男女共同参画推進プランの推進 4,493 9,103

「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業 13,905 15,199

｢働き方改革｣の推進，女性活躍推進，婚活支援事業など

ＤＶ対策事業 52,520 50,576

　ＤＶ相談支援センターの運営及び被害者支援事業

男女共同参画センター運営 120,947 106,720

勤 労 者 対 策 勤労者福祉対策 57,382 57,882

4 スポーツの振興 3,508,377 2,679,020

スポーツ振興対策 京都スポーツの殿堂 2,265 2,111

京都マラソン 192,000 159,000

京都マラソン２０２１（第１０回記念大会）に係る各種

取組 <政　策>

市民スポーツフェスティバル 8,366 7,600

地域スポーツ振興事業 20,207 20,259

競技スポーツ強化振興事業 4,492 4,532

夜間校庭開放事業 133,752 82,342

小・中学校夜間照明設備改修など

各種大会開催助成等 6,450 6,450

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－9）
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体育振興会運営助成 18,597 18,644

スポーツ推進委員 18,070 17,339

「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」大会開催準 140,000 50,000

備 <政　策>

東京２０２０オリンピックの盛り上げとスポーツ機運醸成 3,000 -

事業 <政　策>

東京２０２０オリンピック聖火リレー事業 <新　規> 67,000 -

スポーツ施設の運営 運動公園等運営 667,337 556,769

　西京極総合運動公園，宝が池公園運動施設

　地域体育館運営など

スポーツ施設等整備 1,896,403 1,499,128

西京極総合運動公園の計画的改修（たけびしスタジアム

京都メインスタンド観客席屋根の設置及びナイター設備

のＬＥＤ化）に向けた調査・検討 <政　策>

西京極総合運動公園の計画的改修（たけびしスタジアム

京都諸室・トイレ改修）（府市協調）

横大路運動公園の再整備・防災機能強化（府市協調）

たけびしスタジアム京都第１種公認継続に向けた改修工

事

水垂運動公園（仮称）整備における官民連携手法等導入

可能性検討等

武道センター特定天井対策及び空調等工事

運動施設における長寿命化改修

　　　　　　　　　　　　　など

基金積立金 280,296 180,706

スポーツ振興基金

項　　　目 主 要 施 策 の 概 要 本年度予算額 前年度予算額

（文化市民局－10）
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