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１ 充実 【１０６事業】
【充実】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

観光トイレ制度

環境政策局循環型社会
推進部まち美化推進課

17,385

18,900 平成27年度に助成制度を拡充したことを踏まえ，平成29年度は観
光トイレ認定箇所数の更なる増加に向けて取り組む。

地球温暖化対策条例の推進

環境政策局地球温暖化
対策室

15,513

16,713 生可能エネルギーによる持続可能な地域社会の実現に向け，先進

平成28年度中に改定する「京都市地球温暖化対策計画」や，京都
市会海外行政調査団からの緊急提言を踏まえ，省エネルギーや再
事例の把握などの取組を推進していく。

ごみ質調査

環境政策局循環型社会
推進部ごみ減量推進課

15,070

を実施する。

総合企画局総合政策室

5,500

京都市移住サポートセンター「住
総合企画局総合政策室
むなら京都」の開設・運営

10,000

大学地域連携創造・支援事業

市民参加推進計画の推進

総合企画局総合政策室

「新・京都市ごみ半減プラン」において目標を設定している乾電池

15,770 排出量のより正確な数値を把握するため，更に高い精度での調査
文化庁の京都への全面的な移転の決定を受け，文化の力でまち・
ひとを元気にし，それを学生をはじめ市民にも実感してもらうため，
6,500 これまでの学まちコラボ事業の枠に加えて，文化枠を新設（4年間
のサンセット事業）し，文化の観点を取り入れた取組の増加，質の
向上を促進する。

13,000 東京圏の若者に向けた移住支援施策を充実させる。
全庁的に市民との協働による政策形成やまちづくりを一層進めるた

2,924

3,494 めに，庁内において市民協働ファシリテーターを育成するための研
修を実施する。

インターネット広報

総合企画局市長公室

28,945

ホームページ作成支援システムの機器の更新及びスマートフォン

54,861 対応やデジタルブックの導入などの機能追加を実施する。（単年度
実施）

総合企画局国際化推進
室

24,147

文化芸術振興基金（元離宮二条 文化市民局元離宮二条
城事務所）積立金
城事務所

475,446

多彩な国際交流の推進事業

国公賓等，海外からの賓客等の入洛に伴う国際的儀礼及び接遇
や，国際化を推進する活動を行う団体への分担金・補助金の交付
26,616 等を継続して実施する。
なお，平成29年度経費の増額は，京都市内の小学校とインド・バラ
ナシ市内の学校との環境分野での交流を支援するため，京都・バ
ラナシ環境教育交流事業を新たに実施することに伴うものである。

566,924 二条城本格修理事業の充実。

文化市民局共同参画社
「真のワーク・ライフ・バランス」推
会推進部男女共同参画
進事業
推進課

18,911

「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉の周知度向上に向けた
取組（「『真のワーク・ライフ・バランス』の日」設定事業）を充実する。
12,768 なお，予算額については，平成28年度の『「真のワーク・ライフ・バ
ランス」推進計画（改定版）』の策定に係る経費等を減額している。

京都市路上喫煙等の禁止等に
関する条例の推進

文化市民局くらし安全推
進部くらし安全推進課

51,666

51,800 新たな喫煙場所設置。

繁華街における飲食店等による 文化市民局くらし安全推
客引き行為等対策の推進
進部くらし安全推進課

16,345

41,952 推進を図る。

23,142

26,642 に着手するとともに，環境に配慮したＬＥＤに切替えを進めるもの。

客引き行為等禁止区域の拡大により，客引き行為等対策の更なる

老朽化し，耐用年数の到来を迎える照明設備について，順次改修

夜間校庭開放事業

文化市民局市民スポーツ
振興室スポーツ振興担当

地域コミュニティ活性化策の推進

文化市民局地域自治推
進室

12,000

平成27年度に改定した地域コミュニティ活性化推進計画に基づき，
20,080 「地域力アップ学区活動連携支援事業」の取組学区の拡大や，住
宅関連事業者等と連携した自治会・町内会加入促進などにより，地
域を支援する取組を強化する。

地域団体とＮＰＯ法人の連携促
進事業

文化市民局地域自治推
進室

1,500

2,000 な主体が集まるテーマごとの「マッチング」の場を創出し，テーマに

地域団体とＮＰＯ法人の連携に加え，新たにＮＰＯを軸として，多様
応じて連携の主体を拡大する。
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事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

北部山間かがやき隊員との協働 文化市民局地域自治推
による地域活性化の推進
進室

13,000

32,100 北部山間地域に移住し，地域おこし支援や地域協力活動を行う北
部山間かがやき隊員を増員し，活動地域を拡大する。

北部山間地域への移住促進事
業

文化市民局地域自治推
進室

16,300

27,300 での総合的な取組を充実・強化する（田舎暮らし体験住宅整備戸

京都市動物園

文化市民局動物園

北部山間地域への移住を促進するため，移住相談から定着支援ま
数・地域の拡大）。

318,440

（公社）日本動物園水族館協会の動物園技術者研究会を本園で

335,316 実施し，飼育技術の向上及び市民に対する動物園の役割や取組
内容について周知を図る。

元離宮二条城

文化市民局元離宮二条
城事務所

497,302

600,000 文化財の保存・継承及び庭園の維持管理（緑地地域及び堀を維
持管理し，おもてなし機能を向上）の充実。

ちびっこひろば

文化市民局地域自治推
進室

1,826

7,826 ちびっこひろばの再整備として，市内産木材のベンチ等の設置を
行う。

商店街等支援事業

産業観光局商工部商業
振興課

49,511

商店街の活性化のためには，商店街の地域と連携した取組や，
集客力のある魅力的なお店の出店が必要である。
50,260 そこで，商店街が地域と連携した魅力的な取組を実施できるよう
コーディネーターを派遣し，商店街と地域の事業者や大学，団体と
の連携を支援する。（「まち・お店・ひと 縁結びプロジェクト」）

生産緑地振興対策事業

産業観光局農林振興室
農業振興整備課

3,060

10,340 が，対象を農振農用地も含むことで，都市農地の振興施策に充実

市内産木材総合需要拡大事業

産業観光局農林振興室
林業振興課

16,950

30,800 木材乾燥施設の整備支援の追加。

メディア支援センターの運営等
（フィルムオフィス含む。）

産業観光局観光ＭＩＣＥ推
進室

21,800

29,475 専門官を配置し，国内外のプロモーション等を強化するほか，米ト
ラベルアンドレジャー等の有力媒体での記事広告を更に展開して

生産緑地への農作物生産効率化等に対する補助を行ってきた

した。

平成29年度から，京都市版DMOの体制強化として。プロモーション
いく。
平成29年度からは，現在，10ヶ所ある海外情報拠点に加え，成長

海外情報発信・収集拠点整備事 産業観光局観光ＭＩＣＥ推
業
進室

33,208

京都市認定通訳ガイド（特区通
訳案内士）制度の活躍支援

産業観光局観光ＭＩＣＥ推
進室

22,000

37,750 研修受講生の定員，専門研修の科目増加等のガイド育成の充実
及び富裕層やリピーター向けの体験メニュー造成等。

京都観光を総合的に担う推進体 産業観光局観光ＭＩＣＥ推
制（京都版DMO）の構築
進室

21,700

17,300 なお予算額の減については，単年度措置の観光情報コーナー整

外国人観光客の買物環境向上
支援事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推
進室

18,000

中小企業創業・経営支援事業

産業観光局商工部中小
企業振興課

87,012

36,485 市場であるマレーシアに拠点を増設し，東南アジアから更なる誘客
を図る。

延べ宿泊客数把握手法の確立を行う。
備費等の減によるものである。

増加する中国からの訪日客に対応するため，免税店支援に係る中

19,000 国人アドバイザーの雇用期間が平成28年度の10箇月から，平成29
年度は12箇月となることによるもの。
京都商工会議所「事業引継ぎ支援センター」と連携して，事業承継

91,212 に特化した取組を支援することで，経営の円滑なバトンタッチや安
定した事業継続を図る。

中小企業等チャレンジ支援事業

産業観光局商工部中小
企業振興課

19,000

戦略的企業誘致の推進

産業観光局新産業振興
室

556,644

中央卸売市場第一市場運営

産業観光局中央卸売市
場第一市場

京都市中小企業未来力会議で出された新事業のアイデアを具体
化したビジネスプランの試行実施を支援することで，中小企業が持
17,000 つ未来を切り拓く力を最大限引き出し，新たなビジネスモデルの創
出を図る。
なお，平成29年度予算額の減少については，諸経費等の減による
ものである。

661,470 企業立地促進制度の補助対象事業の指定件数が増加したため。

3,937,611 4,936,951 市場整備に伴う設計委託,工事等及び市場活性化対策。
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事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額
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右京区京北地域の下水道事業のうち，弓削地域の排水事業を行
う必要がある。
59,000 なお，右京区京北地域の上下水道料金の統合に伴い，農業集落
排水事業の料金も統合（使用料減）に伴う増及び将来の農業集落
排水事業の在り方を検討するための経費の増加。

農業集落排水事業

産業観光局農林振興室
農業振興整備課

49,000

公益財団法人京都高度技術研
究所建物維持管理

産業観光局新産業振興
室

103,562

109,866 施設設備の修繕等により，建物の維持管理内容を充実する。

日常生活自立支援事業（地域福 保健福祉局生活福祉部
祉権利擁護事業）
地域福祉課

151,414

159,665 を安定的かつ効率的に実施することで，地域における高齢者や障

保健福祉局生活福祉部
地域福祉課

225,599

契約件数が顕著に増大している区社協の体制強化を図り，事業

害のある方への支援体制の充実を目指す。

平成29年度は民生委員制度創設100周年に当たるため，今後の民
民生委員・児童委員活動費

222,768 生委員活動の取組強化のための事業を実施する。なお，平成29年
度予算額の減少については，民生委員の一斉改選事務の終了に
伴う当然減によるものである。

地域支援・生活支援の強化・推
進

保健福祉局生活福祉部
地域福祉課

49,981

既存の制度や地域だけでは対応が難しい福祉的課題を抱える方
に対し，寄り添いながら，適切な支援に結びつける「地域あんしん
68,500 支援員」を平成29年度に3名増員（9名→12名）し，支援体制を充実
させ，事業の全市展開を図ることで，地域支援・生活支援の強化・
推進を図る。

民間保育所一時預かり事業

保健福祉局子育て支援
部保育課

128,227

143,167 ため，「京都市子ども・子育て支援事業計画」を踏まえ，提供体制の

保健福祉局子育て支援
部保育課

76,061

病児・病後児保育事業

保護者の疾病・入院・出産などによる一時預かりニーズに対応する
拡充を図る。

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

84,720 都市子ども・子育て支援事業計画」を踏まえ，提供体制の拡充を図
る。

保育士人材確保事業

児童の健全育成及び放課後留
守家庭児童対策

保健福祉局子育て支援
部保育課

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

28,100

京都市における保育需要の増大に伴い，保育士等の確保が重要

48,000 であることから，新たに「保育士宿舎借り上げ支援事業」及び「保育
の魅力発信キャンペーン」を実施する。
就労家庭の増加や対象学年の拡大に伴う登録児童数の増加に対

3,493,234 3,806,099 応した職員体制を確保するため，国の「ニッポン一億総活躍プラ
ン」を踏まえ，職員の処遇改善を実施する。

117,569

（充実の内容）
ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取組を支援するため，教
育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対して受講費用の一部
（最大6割，上限20万円）を支給する自立支援教育訓練給付金事
業について，新たに，雇用保険法の一般教育訓練給付の支給を受
けるひとり親家庭の親についても対象に加え，訓練受講費用の6割
112,621 相当額(上限20万円)と，雇用保険法の一般教育訓練給付2割相当
額（上限10万円）との差額を支給する。これにより，受講費用に対す
る給付金の支給割合を，雇用保険法による給付と合わせて，最大2
割から6割に拡大するとともに，上限額を10万円から20万円に引き
上げる。
(予算増減理由)
高等職業訓練促進給付金の1人当たり支給額及び利用者の減少
（見込み）による当然減によるものである。

京都市子育て支援活動いきいき 保健福祉局子育て支援
センター（つどいの広場）事業
部児童家庭課

174,762

乳幼児を養育する親とその子どもが気軽に集い，交流を図るととも
に，育児相談などを行い，地域の子育て家庭を支援する「子育て支
援活動いきいきセンター（つどいの広場）」の機能強化を図るため，
184,322 全11箇所で実施している「出張ひろば」と「地域支援」を組み合わ
せた事業を，新たに7箇所で実施し，地域の子育て支援機能の拡
充を図る。

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

60,755

母子家庭自立支援給付金及び
父子家庭自立支援給付金事業

放課後ほっと広場

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

就労家庭の増加や対象学年の拡大に伴う登録児童数の増加に対

73,210 応した職員体制を確保するため，国の「ニッポン一億総活躍プラ
ン」を踏まえ，職員の処遇改善を実施する。
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14,080

平成28年度からモデル的に設置している「認知症初期集中支援
チーム」による早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を通じ
29,716 て，地域課題や地域実態に応じた，認知症対策の取組の更なる推
進や底上げを図る。
なお，平成29年度の予算額の増加については，「認知症初期集
中支援チーム」数の拡充に伴うものである。

保健福祉局障害保健福
祉推進室

130,623

京都市手話言語条例の施行に伴い京都市広報番組(手話紹介･学
習番組)の制作・放送，手話の普及啓発，聴覚障害者の社会参加
146,693 促進を図るため，市民を対象とした手話学習機会の提供や中途失
聴・難聴者を対象とした手話学習機会の提供，通訳者の拡充等を
行うもの。

放課後等デイサービス等設置促 保健福祉局障害保健福
進事業
祉推進室

15,700

18,000 に対し，設置補助や運営補助等を行い，更なる設置促進及び受入

～地域で気づき・つなぎ・支える 保健福祉局長寿社会部
～認知症総合支援事業
長寿福祉課

障害者社会参加促進事業

重度障害者等利用事業所支援
事業

保健福祉局障害保健福
祉推進室

障害者職場定着支援等推進セン 保健福祉局障害保健福
ター事業
祉推進室

京都市民健康づくりプラン普及及 保健福祉局保健衛生推
び推進事業
進室保健医療課

体制の整備を図るもの。

237,200

生活介護事業及び日中に生活介護事業を実施する障害者支援
施設において，より多くの人員を配置している施設においては，重
度者の受け入れや手厚い支援を行っているものと考え，人員配置
体制加算の基準以上に人員配置している施設に対して，報酬に反
251,600 映されない実配置と加算の基準となる人員配置との差について人
件費相当分の補助を行う。
また，平成29年度から，医療的ケアを実施できる訪問系サービス
事業所や施設系サービス事業所の確保を目的として，喀痰吸引等
医療的ケアを目的とした3号研修を受講する介護職員等を雇用して
いる事業所に受講費用の補助を行う。

11,380

平成30年度から精神障害者の雇用が義務化され，精神障害のある
方の就労，定着支援のニーズが今後飛躍的に増加していくことが
22,180 見込まれていることを踏まえ，京都市障害者職場定着支援等推進
センター（新たに南部分室を設置）に精神障害者対応の専門人員2
名を配置し，精神障害のある方の職場定着支援に重点対応してい
く。

1,041

平成28年度から「健康長寿のまち・京都」の取組が始まるなど，本
市における「健康づくり」を取り巻く情勢は変化していること，各分野
別指針の計画期間を平成25年度から平成29年度までの５年間とし
12,082 ていることなどから，平成29年度の早期から市民に対し健康づくり
に関する意識及び各指針の達成度に係る調査を行い，健康づくり
プランの中間評価・見直しを行うとともに，各分野別指針の改定を
行う。
平成28年2月の国の指針改正を踏まえ，より多くの市民に胃がん
検診を受診いただけるよう，これまでの胃部エックス線検診に加え
527,005 て，選択制により「内視鏡検診」を導入するとともに，簡便な血液検
査で胃がんのリスクを調べることができる「ＡＢＣ検診」の導入や，子
宮がん検診の精度管理の向上を図る「液状細胞診」方式による検
査の導入等を実施する。

がん対策

保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

487,535

健康診査事業

保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

6,870

エイズ対策

保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

肝炎ウイルス検査

保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

健康長寿のまち・京都推進プロ
ジェクト

保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

営業関係（環境）

保健福祉局保健衛生推
進室医務衛生課

主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの事業者

各区・支所の保健センターで実施している青年度期健康診査を

31,151 外部委託化することにより，市民の受診機会を増やす。

31,991

平日のＨＩＶ検査について，アクセスが良好で利便性が高く利用
者の多い，下京保健センターに集約し，週４回に充実する。また土
37,391 曜検査を土日検査として月4回に増やし，受検しやすい体制を構築
する。

7,912

肝炎ウイルス検査について，アクセスが良好で利便性が高く利用
者の多い，下京保健センターに集約し，週4回に充実する。
17,912 さらに，個別医療機関への委託箇所数を大幅に増やし，市民が最
寄りの医療機関で受検できる体制を構築し，早期発見・治療に繋
げる。

21,500

平成29年度においては，以下の事業を実施することで，市民主
体の健康づくりの輪を大きく広げ，「世界一健康長寿のまち・京都」
48,750 を実現する。
１ 「健康長寿いきいきアプリ（仮称）」の開発。
２ 広報活動及びアウトリーチ型の取組強化。

3,736

安心安全で地域と調和した宿泊観光の向上を図る「京都市宿泊
施設拡充・誘致方針」の推進に向け，急増する無許可営業など違
27,567 法な「民泊」に対して，効率的，かつ，効果的に適正化指導を行う
ため，平成29年度から，営業者等の指導対象者を特定するなど基
礎的な調査について，外部委託を実施するもの。
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事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

社会福祉法人及び社会福祉施
設指導監督事務費

保健福祉局保健福祉部
監査適正給付推進課

8,880

＜充実の内容＞
介護・障害施設に対する指導監査体制を充実・強化し，施
設運営の更なる適性化の促進及び不適切事案の未然防止に取
り組むもの。
具体的には，監査適正給付推進課に非常勤嘱託員2名（労務
管理・財務管理に関する専門的知識を有する者）を増員し，
13,510 実地指導監査に従事させ，労務管理，財務管理について専門
的な見地からの指導を実施する。
＜充実の理由＞
社会福祉施設における不祥事等の不適切事案は，市民の福
祉サービスに対する信頼性を大きく損ねるものであることか
ら，市民の信頼を裏切らないため，また市民に安心して福祉
サービスを受けていただくために，不適切事案の発生の未然
防止を強化することを目的とする。

歴史的町並み再生事業

都市計画局都市景観部
景観政策課

91,989

歴史的な町並みの保全・再生を推進するため，修理・修景に係る
117,077 補助費を増額する。

景観形成推進事業

都市計画局都市景観部
景観政策課

8,935

新景観政策を実施して10年を迎える節目の年であることから，新
11,302 景観政策実施10年を振り返る調査やシンポジウムを開催する。

まちづくりに係る調査・企画・支援 都市計画局まち再生・創
事業
造推進室

歴史都市京都における密集市街 都市計画局まち再生・創
地等に関する対策の推進
造推進室

3,900

平成29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。
3,125 ・地域主体のまちづくりを推進する新たな制度研究会（仮）の開催
なお，平成29年度の予算額の減少については，単年度事業に係
る予算減に伴う当然減によるものである。

72,070

平成29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。
・防災まちづくり計画策定済の優先地区における，計画実現に向け
72,770 た自主的，継続的な地域の活動を推進するための支援策の充実
・防災まちづくりの各取組地区の先進的な取組に係る情報共有や
情報発信による意欲向上を目的とした情報交換会の実施
平成29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。
・民間事業者と連携した管理不全空き家に係る所有者の異動状況
調査及び現況調査の効率的な実施
なお，予算額の減については以下のとおりである。
156,316 ・固定資産税納税通知書送付封筒への啓発文書同封に係る経費
の平成28年度実績に応じた見直しに伴う減
・地域連携型空き家流通促進事業補助金の交付実績に応じた予
算単価の見直しに伴う減
・事務費の節減

空き家対策推進事業

都市計画局まち再生・創
造推進室

185,112

京町家保全・活用推進事業

都市計画局まち再生・創
造推進室

24,150

平成29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。

29,100 ・京町家の保全・活用を推進する新たな仕組みの構築

・京町家所有者と活用希望者のマッチング制度の構築

建築物の耐震対策

都市計画局建築指導部
建築安全推進課

住宅の省エネルギー化推進

都市計画局住宅室住宅
政策課

子育て・若年層世帯に対する住
宅支援

都市計画局住宅室住宅
政策課

屋外広告物等の審査等事業

都市計画局広告景観づく
り推進室

735,180

市内の建築物の更なる耐震化を促進するため，建築物の耐震改
修の促進に関する法律に基づき指定した道路沿道において，地震
により建築物が倒壊した際，道路の通行を妨げるおそれのあるもの
578,377 として，耐震診断の実施が義務付けられる建築物に対して耐震診
断の助成制度を創設し，当該建築物の耐震化を促進する。
なお予算額の減については，補助見込み件数の精査によるもの
である。

91,595

新築住宅の省エネルギー化を推進するため，平成29年度は以下
の取組を行う。
・省エネ意識を高める取組
77,208 ・施工技術の向上を図る取組
・京都らしい省エネ住宅を増やす取組
なお，既存住宅省エネリフォーム支援事業については，平成27年
度及び平成28年度の実績を踏まえた件数としている。

284,500

「子育て世帯向けにリノベーションを行った市営住宅・民間賃貸住
宅」の供給戸数については，「はばたけ未来へ！京プラン」第2ス
449,308 テージにおいて，平成32年度までの5年間で累計450戸を目標とし
ており，市営住宅の子育て世帯向けリノベーション供給戸数を，平
成28年度に比べて，増加した。

15,879

広告景観づくり補助金交付制度の申請件数の増加に伴う補助金
21,038 の予算額の拡充。
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事務事業名

所管局部課等

自転車ルール・マナーの「みえる 建設局自転車政策推進
化」
室

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

39,674

57,519 自転車向け保険の義務化（案）等により，予算額が増加している。

758,220

災害時における都市機能の確保を図るとともに，平常時においても
市民生活を守るため，災害防除工事（緊急輸送道路に面する斜面
等の防災対策）を行う必要があり，計画的・効率的な道路防災対策
480,125 の推進に向けて，より一層の取組強化を図っているところであるた
め，今後の方向性は充実としている。
平成29年度は取組を強化し事業内容を充実させているが，多額の
事業費を要する工事の件数が少なく，設計費用や用地関係費用を
多く要求したため，予算額は結果として減少している。
前年度と比較して補修対象箇所数を増加したため。予算が減額し
963,766 ているような表記となっているが，平成28年度予算額の欄に記載の
額は，平成27年度繰越予算も含まれた額となっているためであり，
当初予算ベースで比較すると増額している。

災害防除

建設局土木管理部土木
管理課

交通安全施設等整備

建設局土木管理部土木
管理課

1,164,507

道路維持補修

建設局土木管理部土木
管理課

3,509,209 3,094,768 ているような表記となっているが，平成28年度予算額の欄に記載の
額は，平成27年度繰越予算も含まれた額となっているためであり，

前年度と比較して補修対象箇所数を増加したため。予算が減額し
当初予算ベースで比較すると増額している。
「区民提案型支援事業」について，新たに「まちづくり初めの一
【北区】区民提案型支援事業

北区役所地域力推進室

7,911 歩部門」を新設し，初めてまちづくりに取り組む団体に対して，経費
の全額（上限10万円，1年限り）を補助することにより，区民の自発

7,600

的・自主的なまちづくり活動の輪を更に広げる。

【北区】共汗型事業

北区役所地域力推進室

12,315

健康と食生活に関する情報発信や普及啓発，次世代育成を目的

14,514 とした中学生とのワークショップ等，区民の健康づくりに係る活動を
支援し，「健康長寿のまち・北区」を推進する。

【上京区】共汗型事業

【左京区】区民提案型支援事業

上京区役所地域力推進
室

10,440

左京区役所地域力推進
室

9,413

新たに，これまでの空き家調査の結果を活かし，地域と協働して

10,990 空き家活用を進める“みんなごとで進めよう”空き家プロジェクトを実
施する。

「左京区まちづくり活動支援交付金」の重点分野部門(補助限度

9,413 額を他部門より増額)に，「健康長寿」の分野を追加し，健康長寿に
向けた区民の活動に対する支援を充実する。

【左京区】共汗型事業

左京区役所地域力推進
室

15,492

定年後の男性を対象として，健康の維持・増進のための知識・情
報を提供するとともに，新たな仲間づくりや健全な生活リズムを確立
する機会の創出を図る「「セカンドライフ・ヘルスアップスクール（仮
～左京・健康なまちづくりプロジェクトバ―ジョンアップ事業
16,192 称）」
～」を新たに実施する。
「久多の山村生活用具」の文化的価値を広く広報し，地域の活性
化や観光振興につなげる「「文化財を活かしたまちづくり」～山村生
活用具を触る・使う・残す～」を新たに実施する。

【中京区】区民提案型支援事業

中京区役所地域力推進
室

6,520

補助金の枠を新設し，区民主体のまちづくりに資する取組を支援
6,520 する。

【中京区】共汗型事業

中京区役所地域力推進
室

11,805

防災事業や中京ベビーズサポートマーケットプロジェクトなど，既
11,805 存プロジェクト内で事業を充実する。

【東山区】区民提案型支援事業

東山区役所地域力推進
室

7,010

プロジェクト型事業においては，東山区内の大学と多様な連携・
協力事項の検討・実施に取り組むなどの充実を図る。
7,010 また，課題解決型事業は多彩な事業を支援するため，助成メ
ニューを増やし，予算枠や助成率の拡大を図る。

9,280

東山区の魅力を発信するため，これまでのまち歩きやお地蔵さん
の冊子による講座等に加え，京の無形文化遺産でもある花街とそ
の文化を紹介する取組を実施する。
7,710 また，健康長寿のまちの推進を図るため，健康ウォーキングの更
なる充実や食育指導員の活動を広く発信する。
なお，予算額の減少については，ふるさと納税寄付金等を活用し
た単年度限りの予算措置が終了したことに伴う当然減である。

【東山区】共汗型事業

東山区役所地域力推進
室
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事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

【南区】共汗型事業

南区役所地域力推進室

14,465

南区基本計画（第2期）に掲げる南区の未来像の実現のために，
区民の健康長寿や子育て支援事業等を実施し，区民，関係団体
15,265 等と行政が力を合わせて，引き続き事業を実施していく。また，南
区民ふれあいカフェ事業の内容の充実を図る。

【右京区】共汗型事業

右京区役所地域力推進
室

20,685

22,490 芸術が日常生活に溶け込むまち」「京都創生右京モデル」等の推

参加と協働によるまちづくりを基本に，「健康長寿のまち」「文化・

進に重点的に取り組むため，各事業を充実・発展させている。

【伏見区・深草支所・醍醐支所】
区民提案型支援事業

伏見区役所・深草支所・
醍醐支所地域力推進室

32,445

平成29年度は，子どもの貧困対策などの子育て支援，健康長
寿，地域防災の取組の強化のため「伏見区区民活動支援事業」に
31,495 重点枠を新設するなど取組の充実を図る。また，文化庁の京都移
転等を見据え，地域文化の振興の充実にも取り組んでいく。
予算額の減少については，ふるさと納税寄付金等を活用した単
年度限りの予算措置が終了したことに伴う当然減である。

【伏見区・深草支所・醍醐支所】
共汗型事業

伏見区役所・深草支所・
醍醐支所地域力推進室

12,970

12,970 都移転や子育て支援，健康長寿を見据えた取組をさらに進めてい

平成29年度も，区民ふれあい事業の実施にあたり，文化庁の京

く。

【西京区・洛西支所】共汗型事業

西京区役所・洛西支所地
域力推進室

23,790

『地域の更なる活性化』，『子育て支援・健康長寿』及び『洛西地
域の活性化』等を中心に，充実を図る。
『西京結び（仮称）』については，まちづくりの人材や団体などの
世代を超えた交流の活性化とまちづくりの担い手育成を目指し，
ネットワークの構築等をするとともに，地域主体のイベントを平成30
年度に開催することを目指す。
子育て支援については，西京☆パパ盛り上げ隊や児童館等と連
携し，より魅力的な事業を実施することで，パパ・ママの子育て支援
22,940 を充実させる。
健康長寿については，「西京健康ひろば」を幅広い世代に関心を
もってもらえるよう，取組内容や広報に工夫を凝らして実施する。
洛西地域の活性化については，各種団体と連携し，洛西地域の
魅力を積極的かつ効果的に配信し，移住・定住につなげていく。
なお，事業費が平成28年度に比べ減額になっていることについて
は，平成28年度のふるさと納税寄付金を活用した単年度の区制40
周年記念事業にかかる予算措置が終了したことに伴う当然減であ
る。

自主防災組織の災害対応力の
充実

消防局安全救急部市民
安全課

19,000

27,000 おいて，適切な行動がとれるよう，「我が家の防災行動シール」を作

私立幼稚園等助成

教育委員会総務部総務
課

昨今の災害発生事情を鑑み，震災時，水災時及び土砂災害時に
成し，地域防災力の向上を図るもの。

493,537

・京都市未来こどもはぐくみプランを踏まえ，保護者の多様な保育
ニーズに応える環境づくりを推進するため，私立幼稚園の預かり保
育実施体制の充実を図る。
・幼稚園の子育て支援機能充実と就労家庭等も含めた未就園家庭
に対して幼稚園利用促進を図るため，満3歳児未満の親子を対象
に幼稚園での集団教育の体験等を行う事業（親子登園事業）への
528,995 支援を府市協調で充実する。
・市立中学校を卒業し私立高等学校へ進学する生徒に対する教育
相談や支援を充実し，進路先の高校でしっかりと学び続ける環境
づくりにつなげるため，京都府私立中学高等学校連合会と連携し
た取組を推進する。
なお，平成29年度から当事業の私立幼稚園に係る498,225千円は
子ども若者はぐくみ局へ移管する。
国の補助制度が充実されたことに伴い，本市においても，国の方針
に沿った形で幼児教育における多子世帯の保護者負担の更なる
1,799,226 軽減を図る。平成29年度予算額の減少については，園児数減少に
伴う当然減及び対象者の所得による支給区分の変動による支給見
込額の減少によるものである。なお，当事業は平成29年度から子ど
も若者はぐくみ局へ移管する。

私立幼稚園保護者助成

教育委員会総務部調査
課

1,836,696

小・中学生就学援助費

教育委員会総務部調査
課

1,402,635 1,468,967 学校ともに支給単価を増額改定する。

学校コンピュータ環境整備

教育委員会総務部学校
事務支援室

平成29年度から就学援助費等の新入学学用品費について，小中

659,652

校務支援システムの更新に伴うハードウェア強化及び次期学習指

694,238 導要領や通知票様式統一への対応を行う。
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事務事業名

国際理解教育・英語教育の推進

所管局部課等

教育委員会指導部学校
指導課

H28予算額

308,515

H29予算額

内容及び理由

学習指導要領改訂による小学校英語の早期化・教科化に向け，平
成29年度に外国語指導助手を5名（予定）増員するなど，指導体制

294,284 の充実を図る。なお，予算額の減は，ジュニア京都検定テキストの
英語訳版の作成が終了したことによる当然減である。

家庭環境にかかわらず，全ての子どもたちが，可能性を最大限に
伸ばし，自らの未来を切り拓いていくための教育環境づくりを目的
として，主に中学生を対象に学習習慣の確立と基礎学力の定着を
図るための学習機会を提供する「未来スタディ・サポート教室」につ
いて，その実施校を全中学校に拡大する。
児童・生徒が学習した内容等を自身で計画的に復習し，その習
得状況を定期的にテスト形式で確認する「小中一貫学習支援プロ
318,340 グラム」について，その実施回数を小4, 中1で1回ずつ増やし，小学
3年から中学3年まで全15回とすることにより，更なる充実を図る。
さらに，「小中一貫教育全国サミット」を開催し，本市の義務教育9
年間での子どもたちの個性や能力の伸長を目指した先進的な取組
の成果や課題を共有し，小中一貫教育の更なる充実を図る。
なお，平成29年度予算額の減少については，事業費の節減や統
合に伴う学校数の減少による当然減等である。

学力向上対策

教育委員会指導部学校
指導課

321,179

開かれた学校づくり

教育委員会指導部学校
指導課

9,775

学校給食の充実

教育委員会体育健康教
育室

1,072,202 1,300,044 物，蒸し物献立の調理研究等の成果を踏まえ，当機器を5ヶ年計画

教育委員会生涯学習部

16,690

温もりの電話相談事業の更なる充実を図るため，相談員の拡充を
図る。
18,692 なお，平成29年度の予算額の増は，新規相談員養成に係る講座を
実施するためである。

12,848

文化庁の京都への全面移転や国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大
会（2019年），東京オリンピック・パラリンピック（2020年）の開催に向
け，文化・芸術振興の機運を一層盛り上げるため，文化・芸術の基
幹となる博物館の更なる活性化に資する振興策を展開する。また，
16,177 総合支援学校生徒・卒業生の創作アート活動をより振興するため
のサークル活動やシンポジウムを開催するなど，障害のある方の文
化芸術活動を一層推進する。なお，平成29年度から当事業の社会
教育ボランティア養成事業1,284千円は子ども若者はぐくみ局へ移
管する。

女性研修

各種生涯学習事業

教育委員会生涯学習部

中学校や小中合同の学校運営協議会の設置拡大及び設置校の

10,102 更なる充実を図る。

学校給食におけるスチームコンベクションオーブンを活用した焼き
で全校に設置し，和食献立の充実と多様化を図る。

総合育成支援教育の充実

教育委員会指導部総合
育成支援課

586,414

「手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」を踏まえ
て，学校現場において手話に対する児童・生徒への理解促進や教
職員への啓発を行う取組を推進する。
また，障害のある子どもたち一人一人の適切な就学支援を丁寧に
541,592 進めるとともに，インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援
体制構築に向けた取組を引き続き進める。
なお，平成29年度予算額の減少については，平成28年度にス
クールバスを増車・更新したことに伴う当然減によるものである。

スクールカウンセラー等の配置

教育委員会指導部生徒
指導課

267,450

315,169 時間数の拡充やスクールソーシャルワーカーの配置校数の拡大を

児童生徒のいじめ，問題行動等の未然防止，早期対応や不登校
児童生徒への支援を充実するため，スクールカウンセラーの配置
進め，引き続き，教育相談体制の充実を図る。

不登校対策

京都市青少年科学センター

教育委員会指導部生徒
指導課

教育委員会青少年科学
センター

文部科学省の委託事業である不登校児童生徒への家庭訪問事業

11,115

13,434 について，その有効性を踏まえ対象人数の増加，期間延長などの
事業拡充を図るため。
地球規模で気候変動や環境問題を学ぶことができる地球環境を投
影するシステムの設置について,センター学習や市民向けの事業の
94,866 中での活用方法や設置条件，導入経費，ランニングコスト等システ
ム導入についての情報収集・分析・検討を行う。
なお，29年度予算額の減は，事務費の節減によるものである。

102,698
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事務事業名

京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

所管局部課等

教育委員会生涯学習部

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

306,722

貸館利用率の向上を図るとともに，より質の高い生涯学習事業を実
施し，事業への参加者数を向上させるため，創意工夫をしていく。
なお，平成29年度予算額の増は，文化庁移転を踏まえ，平安京創
317,526 生館の充実や平安京創生館を中心として京都の博物館を巡りなが
ら「日本の歴史=京都の歴史」を学ぶ仕組みの立ち上げによるもの
である。

京都市図書館

教育委員会生涯学習部

1,485,907

利用者の増加を目指し，魅力ある図書館づくりのため，より良い利
用者のサービスの向上について検討・取組を進めていく。なお，平
成29年度予算額の増は，京都府の「豊かな森を育てる府民税」を
1,489,887 活用し，図書館の中に京都府内の木を活用した設備や家具を設置
することで，木のぬくもりを感じながら快適に読書ができる環境を整
備するためである。

京都市学校歴史博物館

教育委員会学校歴史博
物館

18,120

20,778 発信するため，企画展を充実しポスターチラシ集・道徳展図録を発

平成30年の開館20周年，平成31年の番組小学校創設１50周年の
節目を迎えるにあたり，全国をリードする京都の教育の系譜を広く
行する。

京都市子育て支援総合センター 教育委員会こどもみらい
こどもみらい館
館

京都まなびの街生き方探究館

学校等施設整備費

京都まなびの街生き方探
究館企画推進室

教育委員会総務部教育
環境整備室

平成29年度に来館者700万人目記念イベントを実施する。なお，当

50,634

52,162 事業は平成29年度から子ども若者はぐくみ局へ移管する。

22,813

23,085 レンジ体験」推進事業及び京都こどもモノづくり事業の実施校数拡

スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業，「生き方探究・チャ
大・産学公地域連携の強化・内容等の充実。

校舎の増改築や施設維持修繕，学校プール・運動場等の整備を
実施する。さらに，老朽化した校舎・屋内運動場や空調機の計画的
9,266,025 12,557,438 な改築や改修，更新に併せて環境に配慮した学校施設の整備や
耐震機能の向上を図り，学校施設の長寿命化を進める。また，引き
続き統合校の施設整備事業を推進する。
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２ 縮小等【１４事業】
【縮小等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

京都環境保全公社への府市協調
支援

環境政策局循環型社会推進
部廃棄物指導課

交際費

総合企画局市長公室

H28予算額

H29予算額

内容及び理由

公社に対する貸付金の額については，経営状況の改善に
合わせて縮小してきており，縮小幅も段階的に引き上げてい
863,000 る。
平成29年度は，貸付金を前年度より1億7,500万円減額し，8
億6,300万円とする

1,038,000

13,570

13,360 前年度に引き続き，交際費全体の予算節減に努めたもの。

京都文化祭典

文化市民局文化芸術都市推
進室文化芸術企画課

38,592

京都文化祭典連絡協議会の解散及びオープニングイベント
の終了に伴う事務事業の縮小。ただし，協議会解散後も，文
35,914 化芸術都市・京都の発信のため，主要事業である「円山コン
サート」「市民ふれあいステージ」「京都の秋 音楽祭」は継続
して実施する。

人権擁護団体等各種補助金

文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課

800

ＮＰＯ・市民活動支援事業

文化市民局地域自治推進室

1,582

600 本市財政負担の軽減を図るため，平成29年度の補助金に
ついて見直しを行う。
平成29年度予算額の減少については，ＮＰＯ法人に対する

900 リーフレット助成の対象団体数を15団体から10団体に縮小し
たことによる減である。

238,118

・平成29年度からの京都市美術館再整備工事に伴う本館閉
162,622 館による運営業務の縮小。
・美術館本館閉館に伴う使用料収入等の減による一般財源
の増。

水田農業構造改革対策事業（米の 産業観光局農林振興室農政
生産調整対策）
企画課

17,895

国の水田農業施策に影響されない地域農業を推進してい
くため，中山間地域等の生産条件等が不利な水田におい
10,512 て，特産物生産を推進するために必要な機械の導入等につ
いて，集落営農組織等に対し，支援を行う。
なお，一部事業が廃止（国）となったことに伴う縮小である。

産業観光局農林振興室林業
振興課

13,185

5,310 主掛金助成）に係る制度を府が改正（廃止）したことに伴い，

京都市美術館

林業担い手対策事業

文化市民局美術館

当該事業のうち，緑の担い手育成事業（社会保険料事業

本市の上乗せ助成も廃止する。

4,772

平成30年度までを経過措置期間として，老人クラブハウスを
4,612 廃止し，健康長寿サロンに統合するもの。なお，本事業と
しての財政効果額は経過措置期間が終了する平成31年
度の△4,772千円となる。

都市計画局住宅室住宅政策
課

17,910

分譲マンションの管理の適正化を推進するため，管理組合
を支援するため事業を継続する。
15,910 平成29年度の予算額の減少については，平成28年度に作
成するマンション事例集や購入者向けリーフレットの作成費
用の減少によるものである。

地域優良賃貸住宅（一般型）供給
都市計画局住宅室住宅政策
促進事業（旧特定優良賃貸住宅供
課
給促進事業）

695,337

老人クラブハウス助成

保健福祉局長寿社会部長寿
福祉課

分譲マンション管理支援事業

現在，新規供給は行っておらず，家賃減額補助の対象期
間である管理期間20年が終了する団地については延長を

608,823 行わない。このため，家賃減額補助の対象となる住戸が前
年度に比べて減少し，予算額も減少する。

地域優良賃貸住宅(高齢者型)供給
都市計画局住宅室住宅政策
促進事業（旧高齢者向け優良賃貸
課
住宅供給促進事業）

81,969

高齢者が安心して居住できる良質な賃貸住宅を供給し，
高齢者が住みやすい住環境づくりを推進するため，事業を
継続する。
81,159 平成29年度予算額の減少については，住宅金融支援機
構の融資を受けたものに対して行う利子補給が平成28年度
をもって，その期間を終了したことによるものである。

「平成の京町家」の普及促進

都市計画局住宅室住宅政策
課

22,360

11,600 建設費等補助の廃止など事業の見直しを行う。

屋外広告物適正化促進融資

都市計画局広告景観づくり
推進室

平成26年8月末で融資受付期間が終了し，平成27年度以

1,917

1,517 降は，融資残高に応じた預託額とするため。
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３ 効率化等

【１９４事業】

※うち，委託化は２事業であり，これに係る人員の削減見込みは７人である。

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

蛍光管拠点回収事業

環境政策局循環型社会推進部まち美化推
進課

事業者による地球温暖化対策の推進

H28予算額

H29予算額

見直し方向

9,900

9,000 節減

環境政策局地球温暖化対策室

10,610

9,093 節減

京のアジェンダ２１推進事業

環境政策局地球温暖化対策室

14,682

14,010 節減

こどもエコライフチャレンジ推進事業

環境政策局地球温暖化対策室

20,370

19,609 節減

「エコ学区」関連事業

環境政策局地球温暖化対策室

49,900

43,500 節減

次世代自動車普及促進事業

環境政策局地球温暖化対策室

5,019

4,651 節減

環境保全活動の普及啓発

環境政策局環境企画部環境管理課

11,431

11,397 節減

エコドライブ推進事業

環境政策局環境企画部環境管理課

3,268

3,136 節減

マイボトル推奨等サポート事業

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推
進課

1,700

1,500 節減

イベント等のエコ化の推進

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推
進課

18,000

17,200 節減

生ごみ減量推進事業

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推
進課

32,300

27,500 統合（節減）

事業ごみ減量，分別・リサイクル対策

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推
進課

17,690

16,310 節減

家庭ごみ定期収集

環境政策局循環型社会推進部まち美化推
進課

国際的な地球温暖化対策の推進（「イクレイとの連携
強化」）

環境政策局地球温暖化対策室

5,467

華やぎ支援事業

行財政局サービス事業推進室

22,039

19,988 節減

違法駐車等防止対策事業

行財政局サービス事業推進室

1,725

1,561 節減

市庁舎管理業務

行財政局総務部庁舎管理課

635,520

581,120 節減

輸送管理事務（行財政局）

行財政局総務部庁舎管理課

13,021

9,749 節減

職員提案制度

行財政局人事部人事課

2,911

2,634 節減

外郭団体の指導・調整事務

行財政局財政部経営改革課

1,429

1,216 節減

京都市平和祈念事業

総合企画局総合政策室

515

452 節減

国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推進

総合企画局総合政策室

44,120

38,781 統合（節減）

学生活動の支援

総合企画局総合政策室

15,850

14,500 その他

大学の知を活かした多角的な市政研究事業

総合企画局総合政策室

6,000

5,500 節減
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2,216,767 2,287,538 委託化
4,846 統合（節減）

事務事業名
来日直後の留学生を支援する「ウェルカム・パッケー
ジ」

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

見直し方向

総合企画局総合政策室

3,200

2,000 節減

～ひとごとではなく，「自分ごと」，「みんなごと」として市
民・行政が協働！～“みんなごと”のまちづくり推進事 総合企画局総合政策室
業

20,000

16,263 節減

テレビ広報

総合企画局市長公室

51,935

38,384 統合（節減）

ラジオ広報

総合企画局市長公室

21,134

5,598 統合（節減）

映画広報

総合企画局市長公室

10,338

8,900 統合（節減）

国家予算要望活動

総合企画局市長公室

2,646

岡崎地域活性化ビジョンの推進

総合企画局プロジェクト推進室

38,400

29,400 統合（節減）

京都駅西部エリアの活性化推進事業

総合企画局プロジェクト推進室

30,000

24,200 節減

多文化共生施策の総合的な推進

総合企画局国際化推進室

27,710

26,302 節減

京都市におけるオープンデータの推進

総合企画局情報化推進室

6,000

2,808 節減

情報提供に関する事務

総合企画局情報化推進室

1,630

1,410 節減

総合政策室大学政策担当総務経費

総合企画局総合政策室

940

582 節減

大型汎用コンピュータ管理運営

総合企画局情報化推進室

346,641

332,419 節減

情報セキュリティの向上

総合企画局情報化推進室

96,217

133,940 節減

伝送路維持管理業務

総合企画局情報化推進室

3,850

3,448 節減

統計総務事務（統計の解析・刊行物の発行等）

総合企画局情報化推進室

4,411

2,928 統合（節減）

文化ボランティア事業

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術
企画課

1,407

1,374 統合（節減）

文化財指定準備調査（条例関連実態調査）

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保
護課

2,186

1,886 節減

“京都を彩る建物や庭園”制度の運用

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保
護課

10,600

9,389 節減

相談事業

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合
センター

30,593

26,829 その他

食品表示法立入調査等

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合
センター

4,205

2,740 節減

ＤＶ対策事業

文化市民局共同参画社会推進部男女共同
参画推進課

52,543

51,530 委託化

生活安全条例に基づく施策の推進

文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進
課

8,162

4,750 節減

世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ
推進運動

文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進
課

121,900

120,823 節減

交通安全対策の推進

文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進
課

20,783

20,557 節減

犯罪被害者支援策の推進

文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進
課

10,747

10,408 節減

全京都大学野球トーナメント大会

文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ振
興担当

1,300

12

2,594 節減

1,250 その他

事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

見直し方向

労働学校運営

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉
青少年課

22,033

22,033 歳入確保

子ども・若者総合支援事業

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉
青少年課

41,968

40,968 節減

市民啓発事業（人権）

文化市民局くらし安全推進部人権文化推進
課

36,500

35,997 節減

地域改善対策奨学金等返還事務

文化市民局くらし安全推進部人権文化推進
課

15,075

71,548 節減

人権資料展示施設運営

文化市民局くらし安全推進部人権文化推進
課

17,118

16,923 節減

企業内人権啓発

文化市民局くらし安全推進部人権文化推進
課

3,890

3,731 節減

5,281

2,170 節減

15,758

14,991 節減

NPO法人活動資金融資利子助成制度（市民活動支援
文化市民局地域自治推進室
資金融資事業を含む。）
京都市歴史資料館

文化市民局文化芸術都市推進室歴史資料
館

住民基本台帳事務及び在留関連事務

文化市民局地域自治推進室

206,784

194,151 節減

印鑑登録事務

文化市民局地域自治推進室

11,062

10,900 節減

区役所管理運営

文化市民局地域自治推進室

717,716

691,971 節減

社会奉仕活動団体との連絡調整

文化市民局地域自治推進室

575

345 節減

特定非営利活動法人の認証・認定等事務

文化市民局地域自治推進室

2,532

2,220 節減

2,500

2,040 節減

京都京北未来かがやきビジョンの推進～京都“悠久の
産業観光局農林振興室林業振興課
灯”プロジェクトの推進
京都らしい森づくりの推進～京都三山の森再生～

産業観光局農林振興室林業振興課

14,000

13,000 節減

「京都館」運営

産業観光局産業戦略部産業総務課

129,539

126,947 節減

小売商団体助成

産業観光局商工部商業振興課

3,700

2,900 節減

都心部地域商業活性化事業

産業観光局商工部商業振興課

2,000

販路開拓，産地商品宣伝

産業観光局商工部伝統産業課

24,739

後継者育成事業

産業観光局商工部伝統産業課

6,700

5,000 統合（節減）

技術功労者顕彰制度

産業観光局商工部伝統産業課

9,470

9,370 節減

京都伝統産業ふれあい館運営

産業観光局商工部伝統産業課

25,000

24,000 節減

「伝統産業の日」関連事業

産業観光局商工部伝統産業課

3,770

3,000 節減

伝統産業道具類等確保事業

産業観光局商工部伝統産業課

500

300 節減

隗より始めるプロジェクト

産業観光局商工部伝統産業課

1,000

300 節減

「日本酒条例サミットｉｎ京都」の開催

産業観光局商工部伝統産業課

2,000

1,500 節減

京北農林業地域活性化促進事業

産業観光局農林振興室農政企画課

12,471

11,664 節減
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0 統合（節減）
20,562 節減

事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

見直し方向

農業改良

産業観光局農林振興室農業振興整備課

1,860

1,360 節減

園芸振興

産業観光局農林振興室農業振興整備課

8,455

11,700 統合（節減）

農業啓発

産業観光局農林振興室農業振興整備課

2,500

0 統合（節減）

市民と耕す農業支援事業

産業観光局農林振興室農業振興整備課

640

0 統合（節減）

水産増殖

産業観光局農林振興室農業振興整備課

9,851

京の食文化を支える京野菜の生産・流通・消費体制強
産業観光局農林振興室農業振興整備課
化事業

8,000

9,566 節減
0 統合（節減）

山村都市交流の森運営管理

産業観光局農林振興室林業振興課

33,567

30,000 節減

北部振興拠点イベント実施

産業観光局農林振興室林業振興課

2,316

1,518 節減

総合獣害対策モデル事業

産業観光局農林振興室林業振興課

94,800

86,000 節減

京都観光オフィシャルサイト 京都観光Navi運営

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

22,888

20,923 節減

京都一周トレイル運営

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

2,000

観光案内所の運営

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

67,383

67,133 節減

京都観光総合調査の実施

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

15,429

14,600 節減

市民による京都の魅力再発見

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

7,298

7,100 節減

内客誘致宣伝

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

12,929

11,428 節減

海外観光宣伝事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

23,000

22,230 節減

コンベンション等MICE推進事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

84,140

80,649 節減

観光関連団体分担金

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

7,150

3,200 節減

京都市ユニバーサルツーリズム推進事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

2,978

2,594 その他

京の七夕

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

54,000

48,000 節減

京都どこでもインターネット

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

1,500

1,000 節減

グローバルＭＩＣＥ都市としてのＭＩＣＥ戦略推進事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

10,500

7,500 節減

京都観光振興計画2020の推進

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

1,000

670 節減

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進支援

産業観光局産業戦略部産業政策課

736

600 節減

首都圏を中心とした京都情報の発信強化事業

産業観光局産業戦略部産業政策課

10,000

8,800 節減

京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター創造事業 産業観光局商工部中小企業振興課

32,000

30,000 節減

地域プラットフォーム事業

24,746

12,246 節減

産業観光局新産業振興室
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1,800 その他

事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

見直し方向

京都大学イノベーションプラザにおける地域科学技術
産業観光局新産業振興室
振興事業

28,317

27,436 節減

京都市成長産業創造センター運営

産業観光局新産業振興室

56,000

53,000 節減

京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業

産業観光局新産業振興室

17,800

13,861 節減

スマートシティ京都プロジェクト

産業観光局新産業振興室

8,143

5,643 節減

グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト

産業観光局新産業振興室

41,468

32,958 節減

京都市ライフイノベ－ション推進戦略事業

産業観光局新産業振興室

90,228

69,434 節減

地域産学官共同研究拠点事業

産業観光局新産業振興室

117,892

112,700 節減

コンテンツ産業推進事業

産業観光局新産業振興室

80,000

58,800 節減

京都コンテンツの海外向け情報発信の強化

産業観光局新産業振興室，観光ＭＩＣＥ推進
室

18,000

5,725 節減

中小企業海外展開支援事業

産業観光局新産業振興室

14,700

13,700 節減

「知恵産業の森」京都創生事業

産業観光局新産業振興室

28,000

12,000 節減

京都市未来創生企業成長プロジェクト

産業観光局新産業振興室

17,900

16,900 節減

中央卸売市場第二市場運営

産業観光局中央卸売市場第二市場

616,419

529,943 節減

京都市創業支援工場（ＶＩＦ）

産業観光局新産業振興室

1,302

500 節減

農業振興地域管理

産業観光局農林振興室農政企画課

717

688 節減

農林統計資料

産業観光局農林振興室農政企画課

214

200 節減

土地改良工事積算調査業務

産業観光局農林振興室農業振興整備課

1,650

1,550 節減

農業用里道・水路等管理対策

産業観光局農林振興室農業振興整備課

28,818

9,002 統合（節減）

総合農地防災対策

産業観光局農林振興室農業振興整備課

7,064

21,530 統合（節減）

森林経営計画認定事務

産業観光局農林振興室林業振興課

1,200

651 節減

有害鳥獣等許可業務

産業観光局農林振興室林業振興課

4,062

3,547 節減

林業用里道管理対策

産業観光局農林振興室林業振興課

2,045

「合併記念の森」維持管理事業

産業観光局農林振興室林業振興課

7,010

6,810 節減

産業政策運営経費

産業観光局産業戦略部産業政策課

5,857

5,100 節減

中小企業振興管理運営

産業観光局商工部中小企業振興課

3,403

2,403 節減

公営保育所運営

保健福祉局子育て支援部保育課

424,716

387,970 その他

軽費老人ホーム（ケアハウス）利用料補助

保健福祉局長寿社会部介護保険課

459,627

390,551 統合（節減）
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0 統合（節減）

事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

見直し方向

すこやか生活支援介護予防事業（６０～６４歳）

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課

1,866

地域介護予防推進事業

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課

605,113

544,768 節減

身体障害者通所授産施設運営費補助

保健福祉局障害保健福祉推進室

54,928

36,619 節減

身体障害者福祉会館運営

保健福祉局障害保健福祉推進室

97,427

91,834 節減

身体障害者デイサービスセンター運営補助

保健福祉局障害保健福祉推進室

31,484

20,990 節減

身体障害者療護施設運営補助

保健福祉局障害保健福祉推進室

35,205

26,423 節減

知的障害者更生施設等運営補助

保健福祉局障害保健福祉推進室

105,515

64,590 節減

お風呂屋さん再発見事業

保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課

児童福祉センター管理運営

保健福祉局児童福祉センター

283,875

267,909 歳入確保

京都市中央斎場

保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課

272,232

493,385 歳入確保

児童福祉法施行事務費（保育課）

保健福祉局子育て支援部保育課

33,080

32,635 歳入確保

老人福祉法施行事務費（介護保険課所管分）

保健福祉局長寿社会部介護保険課

5,377

8,109 歳入確保

老人福祉法施行事務費（長寿福祉課所管分）

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課

3,459

3,815 歳入確保

京都動物愛護センター運営費

保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課

39,451

36,498 歳入確保

伝統的建造物群保存等事業

都市計画局都市景観部景観政策課

29,594

26,235 節減

美観地区等規制指導事務

都市計画局都市景観部景観政策課

11,540

11,067 節減

都市計画運営経費

都市計画局都市企画部都市計画課

23,276

21,467 節減

まちづくり条例の運用

都市計画局都市企画部都市計画課

610

476 節減

風致地区等規制指導事務

都市計画局都市景観部風致保全課

19,952

19,173 節減

らくなん進都をはじめとする南部地域のまちづくりの推
都市計画局まち再生・創造推進室
進

27,418

8,810 節減

歴史的建築物保存・活用推進事業

都市計画局建築指導部建築指導課

18,000

11,300 節減

検査向上・違反指導

都市計画局建築指導部建築安全推進課，
建築審査課

11,649

11,576 節減

吹付けアスベスト除去等助成事業

都市計画局建築指導部建築安全推進課

10,500

6,550 節減

土砂災害特別警戒区域内建築物安全対策補助事業

都市計画局建築指導部建築安全推進課

4,600

4,510 節減

京都未来交通イノベーション研究機構の運営

都市計画局歩くまち京都推進室

8,500

7,500 節減

安心すまいづくり推進事業

都市計画局住宅室住宅政策課

51,532

48,307 節減

京都市あんぜん住宅改善資金融資制度

都市計画局住宅室住宅政策課

503,210

477,930 節減
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事務事業名

所管局部課等

H28予算額

211,209

H29予算額

見直し方向

187,642 節減

屋外広告物適正化推進事業

都市計画局広告景観づくり推進室

市営住宅

都市計画局住宅室住宅管理課

都市計画関係地図印刷頒布

都市計画局都市企画部都市計画課

3,356

烏丸公共地下道維持管理

都市計画局都市企画部都市計画課

21,364

20,450 節減

都市計画情報システム運用による窓口支援事業経費 都市計画局都市企画部都市計画課

2,402

2,336 節減

337

325 節減

4,374,767 3,680,221 節減
2,864 その他

建設リサイクル法に関する事務

都市計画局建築指導部建築安全推進課

交通政策推進経費

都市計画局歩くまち京都推進室

4,659

4,137 節減

住宅政策推進経費

都市計画局住宅室住宅政策課

9,455

8,959 節減

市有建築物維持修繕等

都市計画局公共建築部公共建築企画課

274,000

270,000 節減

看板等路上物件適正化事業

建設局土木管理部道路河川管理課

10,047

9,615 節減

道路管理システム

建設局土木管理部道路河川管理課

77,126

76,701 節減

【山科区】共汗型事業

山科区役所地域力推進室

38,410

23,970 歳入確保

名簿調製

選挙管理委員会事務局選挙課

消防活動対策

3,976

1,902 節減

消防局警防部消防救助課

257,500

272,861 節減

消防防災通信維持管理

消防局安全救急部情報通信課

458,000

456,706 節減

庁舎施設等維持管理

消防局総務部施設課

426,512

423,713 節減

特色ある高校づくり推進事業

教育委員会指導部学校指導課

132,084

139,792 節減

体力向上推進

教育委員会体育健康教育室

27,742

25,844 節減

中学・高校競技力向上

教育委員会体育健康教育室

50,624

49,659 節減

健康増進・健全育成の推進

教育委員会体育健康教育室

492,612

477,674 節減

成人式

教育委員会生涯学習部

16,341

16,144 節減

教職員の資質向上

京都市総合教育センター研修課

143,330

128,367 節減

生涯学習市民フォーラム

教育委員会生涯学習部

989

900 節減

放課後まなび教室推進事業

教育委員会生涯学習部

184,503

178,512 節減

人づくり２１世紀委員会

教育委員会生涯学習部

10,101

6,378 統合（節減）

みやこ子ども土曜塾

教育委員会生涯学習部

39,145

35,291 統合（節減）

家庭教育・子育て支援の充実

教育委員会生涯学習部

14,286

13,719 節減
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事務事業名

所管局部課等

H28予算額

H29予算額

見直し方向

「学生ボランティア」学校サポート事業

教育委員会総合教育センター教員養成支援
室

30,081

30,071 節減

京都市野外教育センター奥志摩みさきの家

教育委員会指導部生徒指導課

32,735

30,264 節減

63,285

62,464 節減

104,815

98,230 節減

京都市教育相談総合センター（こども相談センター パ
教育委員会教育相談総合センター
トナ）
京都市野外活動施設花背山の家

教育委員会花背山の家事業課

事務局運営費

教育委員会総務部総務課

1,382,749 1,205,197 節減

小・中学校運営費

教育委員会総務部学校事務支援室

5,299,339 5,145,811 節減

高等学校運営費

教育委員会総務部学校事務支援室

823,547

幼稚園運営費

教育委員会総務部学校事務支援室

98,387
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753,531 節減
91,929 歳入確保

