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１ 充実 【８９事業】
【充実】
（単位：千円）
事務事業名

生物多様性保全推進事業

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツ
アー」

所管局部課等

H30予算額

環境政策局環境企画部環境管
理課

10,471

環境政策局循環型社会推進部
ごみ減量推進課

3,700

H31予算額

内容及び理由

生物多様性保全推進に向けた基礎資料とするため，市

11,242 内の生物多様性に関する基礎的な情報を把握する自然
環境調査を実施する。
平成31年10月に予定している南部クリーンセンター第
二工場（仮称）の稼働開始を受け，当該施設を見学施設

6,500 先に追加することにより，一層充実したツアーの実施に
取り組む。

産業廃棄物に関する社会意識の高揚

環境政策局循環型社会推進部
廃棄物指導課

2,977

平成32年度末に終期を迎える第3次京都市産業廃棄
物処理指導計画の進捗状況を把握するとともに，同計画

8,288 後の方針検討の基礎資料とするため，新たに産業廃棄
物の実態調査を実施する。

平成32年度末が処分期限であるＰＣＢ使用安定器の掘
廃棄物排出事業者指導業務（産業廃棄
物）

環境政策局循環型社会推進部
廃棄物指導課

15,140

22,396 り起こし調査を新たに実施することにより，ＰＣＢ使用安
定器の使用及び保管実態を把握し，期限内の適正処理
に繋げる。
平成31年度は「近年の大規模災害を踏まえた更なる防
災体制の強化」として，山間部地域の孤立に備えた衛星
携帯電話の配備，避難所のトイレ環境改善のための備
蓄トイレの洋式化の推進，帰宅支援サイトや避難情報伝
403,235 達システムの機能拡充等に係る予算を新たに計上して
いる。なお，30年度予算額からの減少は「防災情報シス
テム・防災行政無線整備事業」が完了したことによるもの
である。

防災危機管理対策

行財政局防災危機管理室

528,733

効果的かつ効率的な債権回収

行財政局資産活用推進室

7,537

更なる効果的かつ効率的な債権回収に向けて，債権
9,284 回収業務委託の対象となる債権を拡大する。

新たなWEBプラットフォームの構築，これまでの議論の
アーカイブ化・分析，アーティスト・イン・レジデンスの事
例研究・紹介等を充実させる。
4,100 平成30年度は世界最大のアーティスト・イン・レジデン
スのネットワーク組織であるレザルティス財団の例会を
実施したため予算額が増加したが，平成31年度以降実
施の予定はないため，減額となっている。

アーティスト・イン・レジデンス連携拠点事
業（仮称）

文化市民局文化芸術都市推進
室文化芸術企画課

5,000

市指定文化財等助成事業

文化市民局文化芸術都市推進
室文化財保護課

44,000

文化芸術振興基金（元離宮二条城事務
所）積立金

文化市民局元離宮二条城事務
所

666,676

消費者啓発

文化市民局くらし安全推進部消
費生活総合センター

14,404

成年年齢引下げを踏まえ，小中学校高等学校等への
16,839 消費者教育を一層推進するため，予算を増額する。

21,427

高齢運転者の交通事故が社会問題化する中，運転免
許証の自主返納制度等に関する市民の理解を深め，自
主返納を促進するため，広報啓発等を充実させる。
また，近年の高齢者の運転免許保有者数の増加，平
成30年度からの京都府警察による自主返納支援の取組
の強化，本市による広報啓発活動の充実等を踏まえ，平
21,327 成31年度においては，例年以上に自主返納支援件数が
増加することが見込まれることから，自主返納者全員に
支援を行うことができるようにする。
なお，平成31年度の予算額の減少については，平成30
年度に実施した高齢運転者の交通事故防止支援事業の
終了による予算の減によるものである。

交通安全対策の推進

市指定文化財等への助成に関する事業費の増額さ

50,000 せ，充実を図る。

入城料や一口城主募金等の収入を基金に積立て，二

715,283 条城本格修理等の財源として充当する必要があるため，
予算額を充実させる。

文化市民局くらし安全推進部くら
し安全推進課
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【充実】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例 文化市民局くらし安全推進部くら
の推進
し安全推進課

スポーツウェブ京都・スポーツリエゾン京都 文化市民局市民スポーツ振興室

H31予算額

内容及び理由

50,800

健康増進法の改正による屋内での受動喫煙防止対策
に伴い，路上喫煙者の増加が想定されるため，保健福
祉局と連携しながら，飲食店，学校，病院等に対して啓
発チラシやステッカーを送付し，喫煙マナーの向上を図
53,257 る。
また，過料徴収区域外の路上喫煙者数を減少させるた
め，同区域外の特に人が多く集まる場所（駅・大型商業
施設周辺，バス・タクシー乗り場等）に重点的に啓発標示
を設置する等，広報啓発等の取組を強化する。

400

スポーツリエゾン京都の活動についての周知，関係団
体の結びつきを作るためのイベントを開催するため。（平
690 成30年度は出来るだけ予算を使わない方法での周知活
動等を行っていたが，平成30年度の活動を踏まえて，平
成31年度は周知等のイベントを行う。）

4,619

新規事業（きょうとNPOアカデミー）を実施することによ
り，内容を充実させる。
なお事務事業全体の予算額の減少は，「市民活動環境
4,534 整備事業」を「いきいき市民活動センター運営」（評価対
象外事業）へ移行したこと，補助金を節減したことに伴う
予算額の減によるものである。

ＮＰＯ・市民活動支援事業

文化市民局地域自治推進室

京都市美術館

文化市民局美術館

140,464

184,138 し，平成31年度予算額を増額している。

元離宮二条城

文化市民局元離宮二条城事務
所

843,747

935,983 新たな事業を実施し，内容を充実させる。

木質ペレット需要拡大事業

産業観光局農林振興室林業振
興課

2,200

本館竣工後の光熱水費や警備などの運営経費を計上

「二条城おもてなし環境向上事業」「二条城2020」等の

木質ペレットボイラーの導入支援が決定している台数

7,600 が増加していることに伴い，平成31年度予算額を増額し
ている。
平成30年度にサイトリニューアルや記事コンテンツ等の

京都観光オフィシャルサイト 京都観光Navi
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
運営

46,523

51,023 充実を行ったが，平成31年度にはAIを活用した観光案内
の自動化をはじめ，記事コンテンツの充実，さらには京
都の訪問歴等の属性に応じた情報発信を行う。

京都市内産木材を活用した名所説明立礼
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
（駒札）の設置・充実事業

17,200

22,500 の提供を行い，事業の充実を図る。

ＱＲコード等を活用して，よりわかりやすい多言語説明

メディア支援センターの運営等

34,918

30,700 PR協力の受入体制を強化するとともに，ロケ地の情報発
信の強化に取り組む。なお，平成31年度予算額の減少

多様な地域のロケ地掘り起こしや，ロケ・製作誘致及び
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

については，観光映像素材作成終了によるものである。

観光案内所の運営

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

68,683

海外観光宣伝事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

36,230

83,320

臨時観光案内所等の設置数を充実をさせる。

多言語サイトの大幅リニューアルを行い，デザインの改

115,030 修，情報検索機能・コンテンツの充実を図るとともに，多
言語対応の強化も行う。

近年観光客が増加しているスペイン，イタリア，富裕層
海外情報発信・収集拠点整備事業

36,485

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

48,600 旅行者の多い米国西海岸での取組強化のため，海外情
報拠点を設置し，海外メディアに対し京都の情報を正確
に発信し，また現地の旅行情報の収集を行う。

京都観光を総合的に担う推進体制（京都
版DMO）の構築及び推進

複数自治体連携による海外富裕層誘客

23,800

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

6,100

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
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観光課題に迅速かつ柔軟に対応するべく，体制の充実

53,860 を行う。

戦略的な富裕層誘致を目指す自治体との連携により，
海外商談会への出展回数を増やすほか，新たに富裕層
15,200 に対応できる人材育成の支援等を行う。さらに京都市単
独での商談会への出展やメディア招聘など富裕層誘致
の取組を強化する。

【充実】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

インバウンド需要獲得強化・マナー啓発事
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
業等

35,461

H31予算額

内容及び理由

66,467 外国人観光客の受入環境整備の更なる拡充を行う。

京都市宿泊施設拡充誘致事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

43,400

海外向けて旅館ブランドの更なる魅力発信及び，宿泊
施設を核とした地域連携を促進する事業を新たに実施す
る。
36,300 なお，予算額の減額については，「宿泊税の円滑な導
入のための専門家派遣」の対象施設数の減少によるも
のである。

中小企業海外展開支援事業

産業観光局新産業振興室

13,600

19,100 支援機関との連携を一層強化し，地域企業の海外展開

京都経済センターの開所を機に，ジェトロ京都や産業

を支援する事業を実施する。

戦略的企業誘致の推進

産業観光局新産業振興室

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

646,782

2,030,231

521,700

より効果的な制度にするため，事業内容により，補助金
額上限の引上げ・引下げを行う。
平成31年度は，平成30年度と比較して，補助金交付見
込額が少ないため，予算額が減少している。
国内外の新規取引先の開拓をはじめ，取扱数量の維
持，向上へ向けた更なる取組の推進や，「働き方改革」

2,332,800 等を意識し，場内事業者を対象とした経営指導の強化す
るため，平成31年度予算額を増額している。
産業観光局所管の各施設は経年劣化等の理由によ

産業観光局所管施設等営繕

11,333

産業観光局産業企画室

16,321 り，維持管理に伴う修繕が必要であり，平成31年度にお
いては，従来よりも多くの修繕を有する見込みのため，
予算額を充実させている。

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁 保健福祉局健康長寿のまち・京
護事業）
都推進室介護ケア推進課

163,768

国庫補助における専門員の増員の基準（契約締結件

170,199 数35件超えるごとに１名増員）を満たす可能性が高い区
社協に対して，専門員増員（各1名）のための人件費補助
を行う。

地域福祉推進指針事業

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

2,090

地域における福祉のネットワークづくりの推進において
は，これまで地域課題の共有や地域福祉活動の普及啓
発を目的としたシンポジウムの開催や福祉総合マップの
作成等に取り組んできたが，次期「京・地域福祉推進指
針」（仮称）の策定に合わせ，社会福祉法人の地域にお
3,600 ける公益的な取組の支援・掘り起こしや，身近な地域で
の支え合い活動の創出等に資する事業を新たに実施す
ることにより，民生児童委員や学区社協，社会福祉施設
の代表者等と行政で構成される区地域福祉推進委員会
の機能強化を図る。

地域包括支援センター運営事業

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

1,659,090

1,671,857 は，高齢者人口の増加に伴い人員配置の充実を図るた

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

8,546

地域包括支援センターの運営に係る委託料等の金額

め，増加している。

「第7期京都市民長寿すこやかプラン」に掲げる「認知
認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業

8,855 症サポーター」及び「認知症サポート医」の養成目標を達
成するため，平成30年度を上回る数のサポーター及び
サポート医の養成に取り組む。

～地域で気づき・つなぎ・支える～認知症
総合支援事業

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

57,283

3

「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。
平成31年度については，新たに2箇所増設し，1エリア
83,882 を既存のチームの支援対象とすることで，全市展開を図
り，早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を図
る。
なお，平成31年度の予算額の増加は，支援チーム増
設によるものである。

【充実】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

内容及び理由

2,623

地域ケア会議については，スーパーバイズを担う医師
の参画など，これまでから会議の充実に取り組んできた
2,876 ところであり，それに伴い会議への医師派遣調整等に係
る事務量が増加してきているため，当該事務に係る委託
料の増額を行うもの。

たばこ対策推進事業

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

4,001

改正健康増進法が完全施行される2020年4月までに受
動喫煙を防止する環境を整備するため，相談窓口の設
81,452 置や家庭等での受動喫煙防止に向けた啓発等を実施す
る。

食育推進事業

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

13,685

糖尿病重症化予防戦略会議の開催に係る予算を新た
13,901 に計上する。

生涯を通じた歯の健康づくり

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

12,155

15,241 イル・オーラルフレイル対策」及び「歯科からの糖尿病重

地域包括支援センター運営事業（地域に
保健福祉局健康長寿のまち・京
おける在宅医療・介護の連携（在宅療養）
都推進室健康長寿企画課
推進事業）

在宅医療・介護連携の地域展開

京都市口腔保健推進実施計画に基づき，新たに「フレ

症化予防対策」に取り組む。

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室健康長寿企画課

71,800

平成29年度に設置した在宅医療・介護連携支援セン
ター2箇所（下京区・南区，右京区），及び平成30年度に
119,261 設置した3箇所（北区・上京区，中京区，西京区）に加え
て，平成31年度は新たに3箇所（左京区，伏見区，山科
区）を増設する。

障害者芸術活性化プロジェクト事業

保健福祉局障害保健福祉推進
室

10,000

新たに障害者芸術作品のアーカイブ化等を実施する。
なお，平成31年度予算額の減少については，平成30年
4,961 度は京都・パリ友情盟約締結60周年事業の一環として京
都・フランスの作品の展示会を開催したが，平成31年度
は京都の作品のみでの開催となるためである。

犬・猫の不妊手術

保健福祉局医療衛生推進室医
務衛生課

2,500

2,500 会の助成金との合計5,000円），年間助成枠を1,000頭に

都市計画局都市企画部都市計
画課

23,730

都市計画運営経費

一頭当たり助成額を2,500円に減額することで（獣医師

増やし，適正飼養の推進を進めていく。
平成31年度は，新規事業として，土地利用データベー

29,072 スの整備に必要なデータの収集等を行うにあたり予算が
増額している。

53,200

平成31年度予算額の増加については，新たに，倒木等
の森林災害から市民の財産を守るため，防災的機能を
72,600 有した森林へ誘導する「三山森林防災ガイドライン（仮
称）」を策定するための調査等を行う。

都市計画局まち再生・創造推進
室

12,120

平成31年度は，「地域の活力の維持・向上を図るため
の地域まちづくり制度検討会議」での検討等を踏まえ，ま
ちづくりの持続的な展開のための多様な主体との連携や
財源の確保に焦点を置き，マッチングニーズ調査及びエ
9,584 リマネ組織の活動財源創出実証事業等を実施・検証す
ることにより，更なる発展的な展開を図るため，充実して
いる。
なお，平成31年度予算額の減少は，まちづくりコンサル
タント派遣について，他の事務事業に移管したことによる
ものである。

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

11,627

古都三山保全・再生事業

まちづくりに係る調査・企画・支援事業

都市計画局都市景観部風致保
全課

平成31年度は，らくなん進都への企業集積促進に向け

17,162 た新たな取組により，より一層，企業集積を促進するた
めの方策及び交通環境の向上に向けた方策を検討す
る。

建築協定支援事業

都市計画局建築指導部建築指
導課

500

4

平成31年度は，建築協定等の策定を目指してまちづく
り活動を行う地域を主な対象として，まちづくりの専門家
11,000 を派遣して地域まちづくりの更なる進展を図るとともに，
建築協定連絡協議会の事務局運営及び活動を支援す
る。

【充実】
（単位：千円）
事務事業名

検査向上・違反指導

所管局部課等

H30予算額

都市計画局建築指導部建築安
全推進課，建築審査課

11,487

H31予算額

内容及び理由

平成31年度は次期京都市建築物安心安全実施計画に

12,666 おける指標等の参考とするため，他都市及び建築物の
動向に関するデータ収集，情報の整理等を行う。

民間建築物の耐震化対策

都市計画局建築指導部建築安
全推進課

566,319

市営住宅

都市計画局住宅室住宅管理課

4,210,825

密集市街地における火災が相次いで発生したことを踏
まえ，平成31年度は，地震や火災に対して課題を有して
いる密集市街地において，これまで実施してきた「まちの
559,394 匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業」を
拡充し，古い木造住宅の耐震化対策や防火対策を促進
するため，充実している。
なお，平成31年度予算額の減については，直近の補助
実績に鑑みた補助見込件数の精査によるものである。

平成31年度は，大規模地震に備えた市営住宅入居者

4,500,155 の安全確保事業や市営住宅自治会及び大学との地域
連携事業を実施していくため，予算を増額している。

【北区】区民提案型支援事業

8,100

北区役所地域力推進室

区内で実施される自主的・自発的な安心安全なまちづ

8,400 くりに係る経費の一部を補助する「北区安心安全ネット継
続応援事業」において，交付予定団体数を増やす。

【北区】共汗型事業

15,925

北区役所地域力推進室

歴史・文化的資源を有する船岡山やその周辺エリアの
更なる魅力向上を図り，地域住民はもとより，観光客にも

20,072 親しまれる魅力的なスポットを創出する新規事業を実施
する。

【上京区】共汗型事業

上京区役所地域力推進室

13,540

上京区は，平成31年3月14日に140周年を迎えることか
ら，年間を通じて記念事業を実施する。事業の実施に当
たっては，多様な世代に参画を促し，未来の上京の礎と
なる事業とする。また，新たに「（仮称）みんな仲間！上
20,017 京文化芸術祭」を開催し，あらゆる立場の人たちが相互
理解を深める場を創出する。スマートフォンアプリ「京都
遺産めぐり（上京探訪コーナー）」を機能拡充するなど，
引き続き，上京の魅力を発信する。
昨今の多発化・激甚化する災害に備えるとともに，区民
の防災意識の向上及び地域の防災力の強化が必要で
あることから，「災害に強い左京区づくり事業や「山林の
魅力と防災ワークショップ（仮称）」を新たに実施する。
また，区民が左京の文化財と歴史に触れ，区への愛着
17,306 を深められるよう，親子文化財教室等を内容とする「子ど
もたちに対する文化財普及啓発事業」を新たに実施す
る。
さらに，自治会・町内会等の現状や課題の調査や，次
期区基本計画の策定に向けた準備などに取り組む。

【左京区】共汗型事業

左京区役所地域力推進室

16,442

【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

6,531 取組を支援する。

【中京区】共汗型事業

中京区役所地域力推進室

12,405

中京区制90周年記念事業として，歴史・文化，環境な
どを学ぶ講座を新たに実施する。また，京都みつばち
ガーデン推進プロジェクトやベビーズサポートマーケット
14,495 プロジェクトにおいても周年事業として位置付ける事業を
新たに実施し，既存のプロジェクトをより充実させて実施
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

7,210 創造発信枠」を設け，番組小学校の理念である「地域の
子どもは地域で育てる」という機運を高め，地域力の向

新たに番組小学校150周年を記念して，「はぐくみ文化
上につながる取組を支援する。
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【充実】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

内容及び理由

ふるさと納税基金寄付金を東山区制90周年記念事業
【東山区】共汗型事業

7,710

東山区役所地域力推進室

11,346 に活用し，記念誌の作成，小中学生のアイデアを基にし
た東山区のマスコットキャラクターとその愛称の制定，記
念式典・祝賀会の開催など多様な取組を行う。

【下京区】共汗型事業

下京区役所地域力推進室

9,080

下京みらい数珠つなぎプロジェクトを新たに実施し，健
康長寿のまち・下京の推進においては笑顔を中心に据え
12,241 た取組，また，下京区140周年記念事業においては，集
客イベント等を実施するなど，この他にも区民ふれあい
事業や安心安全のまちづくりの推進についても内容を充
実させて実施する。

【右京区】区民提案型支援事業

右京区役所地域力推進室

11,000

11,000 付率を嵩上げして支援する「重点テーマ推進型」につい
て，新たに「健康長寿」と「子育て支援」を追加し，区民の

区が重点的に推進するテーマに沿った事業に対する交
主体的な活動の裾野を広げていく。

【右京区】共汗型事業

右京区役所地域力推進室

【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

【伏見区・深草支所・醍醐支所】共汗型事
業

【西京区・洛西支所】共汗型事業

救急高度化事業

火災予防活動対策

22,668 るほか，「右京子どもの未来応援事業」等を充実する。

13,265

3分野の重点支援事業（子どもの貧困対策等，健康長
寿，地域防災）をはじめとする区民主体のまちづくり活動
13,475 を支援する「伏見区区民活動支援事業」において，申請
から実施段階までの，各申請団体の課題に応じた相談
体制の充実等を図る。

30,950

「地域ぐるみの子育て・はぐくみ文化の推進」，「健康長
寿のまちづくりの推進」，「防災・安心安全」，「伏見力・伏
魅力を活かした文化・観光振興」の4つの分野を重点方
策とし，6つの新規事業（「地域ではぐくむ「ふしみっ子」応
32,370 援プロジェクト」「伏見の”農力”活用・魅力発信プロジェク
ト」や「深草の魅力 再発進」，「だいご文化活動応援隊」
等）の展開など，取組の充実を図る。
また，レジリエント・シティやSDGsの考え方を見据える
とともに，伏見ならではの文化力や地域資源を融合した
まちづくりを推進していく。

20,090

地域のまちづくり活動に対し，より効果の高い支援を行
う「未来の西京まち結び～みらまち結び～」や，内外に文
化・魅力を広く発信する「らくさい魅力発信Channel」など
21,024 の各種事業を実施するとともに，新たな区の基本計画
（平成33年度～）策定に向けた区民アンケートを実施し，
区民と行政の連携をより深めながら魅力あるまちづくりを
推進する。

106,000

救急需要の増大に的確に対応するため，試行的な取
組として，救急需要が増加する日勤時間帯のみ運用す
る救急隊を編成し，救急需要に応じて待機場所を変更す
るなど機動的に運用する。
また，平成30年度に開催した「救急要請に係る検討会
108,000 ～高齢化社会における在宅医療にも対応した救急体制
の構築～」での検討結果等を踏まえて，住民への安心・
安全の提供や救急車の適正利用の推進，さらには医療
機関スタッフの負担軽減を図るため，「救急安心センター
（＃7119）」の実施に向け，京都府と連携して検討を行
う。

58,000

住宅用火災警報器の適切な設置，点検，交換の重要
性や点検方法，交換方法等について，動画の活用や，
戸別訪問時不在の世帯にも対応する注意喚起ビラの配
布により，市民へ広く周知し，住宅用火災警報器の更な
る設置・交換を促進する。
また，平成28年12月に新潟県糸魚川市において発生し
た大規模火災を受けて，消防法令が一部改正され，今ま
53,000 で消火器の設置が義務付けられていなかった小規模な
飲食店等に対して，平成31年10月から新たに消火器の
設置が義務付けられることに伴い，消火器の設置指導を
徹底するとともに，今回の改正に伴う指導等の機会を捉
えて，出火防止対策を推進する。
平成31年度は，「安心カード」の京都市版「ヘルプカー
ド」への統合や，既存事業に要する消耗品費の節減等に
より予算の削減を図っている。

伏見区役所・深草支所・醍醐支
所地域力推進室

西京区役所・洛西支所地域力推
進室

消防局警防部救急課

新規に「地域主体の賑わいづくりプロジェクト」を実施す

22,310

消防局予防部予防課
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【充実】
（単位：千円）
事務事業名

自主防災組織の災害対応力の充実

国際理解教育・英語教育の推進

特色ある高校づくり推進事業

所管局部課等

H30予算額

教育委員会指導部学校指導課

学力向上対策

教育委員会指導部学校指導課

学校給食の充実

教育委員会体育健康教育室

内容及び理由

19,000

「大阪府北部を震源とする地震」，「平成30年7月豪
雨」，「台風21号」などの災害を踏まえて，自主防災組織
の相互の連携による自主防災活動に関する課題の検討
26,000 や課題の解決に向けた取組を支援するとともに，分かり
やすい動画を用いて，適切な避難行動等についてより一
層周知するなど，災害に強く,しなやかな「安心・安全」の
地域づくりを推進し，地域防災力の向上を図る。

319,192

小学校外国語活動の早期化・教科化や中・高等学校で
の授業改善による実践的英語力の育成に向け，ネイティ
352,616 ブスピーカーの外国語指導助手（ＡＬＴ）を6名（小中5名・
高1名）増員し，小中間での円滑な英語教育の接続の充
実を図るとともに，高等学校では複数配置による各校の
特色ある英語教育を推進する。

136,659

新定時制高校開校に向けての調査研究として，①不登
校生徒等への支援を目的としたＩＣＴ機器の活用による遠
139,315 隔教育の研究，②生徒が校内で気軽に日常生活や学
習・進路等の悩みを相談できる居場所づくり，③キャリア
コンサルタントを配置し進路相談やキャリア教育等への
支援を行う。

431,829

小学校において新学習指導要領に基く教科書採択を
実施し，中学校においては現行の学習指導要領に基づく
教科書採択を実施する。
文化庁全面移転を契機に，伝統文化の体験を通して，
その振興・継承を図り，次代の担い手を育むことを目的
623,704 に，すべての小・中学生が茶道や華道を体験する取組の
年次的な全校展開を開始する。
産学公連携によりＡＩ技術を活用し，授業時の学習ログ
等を収集，分析することによって，学習の個別最適化を
目指す授業改善を図るための事業を実施する。

消防局予防部市民安全課

教育委員会指導部学校指導課

H31予算額

1,299,031

スチームコンベクションオーブンを，平成29年度からの

1,373,689 5年計画で全小学校（義務教育学校を含む。）に新たに
設置する。平成31年度は30校に設置する予定である。

各種生涯学習事業

総合育成支援教育の充実

スクールカウンセラー等の配置

42,369

2019年の国際博物館会議（ICOM）京都大会，文化庁
の全面的移転を契機とした，京都の文化・芸術の振興を
図る必要がある。
文化首都・京都として上記課題に対応すべく，市民が
58,559 博物館・美術館等を通じて文化・芸術に親しみ，楽しめる
ような大会開催イベントを実施するとともに，ＩＣＯＭ京都
大会では，大会参加者に京都の文化・歴史などの魅力を
体感いただく地元主催イベント等を実施し，京都の奥深
い文化の国内外への発信を図る。

520,911

平成30年度から制度化された高等学校における通級
指導を一層推進するため，高校教員向けの支援ガイド
ブック等の作成を行うとともに，通級指導担当教員を新
たに１名配置する。さらに，医療的ケアの実施体制強化
のための指導看護師による巡回・指導助言の充実や病
気療養児の支援を行うために「学校」「医療機関」「保護
624,354 者」の円滑な連携を進めるコーディネーターの配置など，
障害のある児童・生徒に対するきめ細やかな教育体制
の構築を図る。
また，総合支援学校の児童生徒数の増加及びスクー
ルバスの老朽化に対応し，安全な運行を実施するため，
スクールバスの増車・更新を行う。

367,289

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時間数及びスクールソーシャル
ワーカーの配置校数の拡大，並びにSNS等を活用した相
451,855 談窓口の運営に取り組むなど，教育相談体制の充実を
図る。特に，スクールソーシャルワーカーの配置校数の
拡大については，平成32年度に拡大完了予定であったと
ころを1年前倒しして平成31年度に拡大完了させる予定
で事業を進めていく。

教育委員会生涯学習部

教育委員会指導部総合育成支
援課

教育委員会指導部生徒指導課
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【充実】
（単位：千円）
事務事業名

京都市青少年科学センター

京都市図書館

京都市学校歴史博物館

学校等施設整備費

児童の健全育成及び放課後留守家庭児
童対策

所管局部課等

教育委員会青少年科学センター

教育委員会生涯学習部

H30予算額

H31予算額

内容及び理由

111,545

開館50周年事業として，式典，記念誌の発行，記念講
演を行うと共に，プラネタリウムのリニューアルを行う。
また，生物の進化に対する探究心を培うため，トンネル
102,297 に本物の化石を埋め込み，来館者が触れるようすると
いった展示スペースのリニューアルを行う。
なお，平成31年度の予算の減額は，科学地球儀の設
置完了による当然減である。

1,479,987

第4次子ども読書活動推進計画に基づき，ブックリスト
「本のもり（幼児編）」の3歳児への配布，京都市図書館
1,510,758 司書等を対象とした「子どもの本コンシェルジュ養成講
座」の実施，さらに京都市図書館による高校生の読書活
動支援の推進などに新たに取り組む。

30,464

教育委員会学校歴史博物館

日本初の学区制小学校として明治2年に創設された本
市の番組小学校が150周年を迎えるにあたり記念事業を
27,632 実施する。
なお，平成31年度の予算の減額は明治150周年記念事
業の終了による当然減である。

教育委員会総務部教育環境整
備室

校舎の長寿命化改修を年3校程度から6校程度に事業
拡大し，長寿命化改修を加速化させる。
避難所に指定されている学校歴史博物館について，耐
震補強改修を行う。
15,091,585 14,049,952 また，花背山の家について，熱中症の予防等，利用者
の健康管理のため，全ての宿泊棟（1～6棟）及び本館棟
に空調設備を順次設置する。
なお，向島秀蓮小中学校の工事が平成30年度で終
わったため，平成31年度予算額は減少している。

子ども若者はぐくみ局子ども若
者未来部育成推進課

3,916,453

一元化児童館及び学童保育所で実施している学童クラ
ブ事業においては，就労家庭の増加に伴い学童クラブ
登録児童数が増加する見込であることや，より安心安全
3,961,619 な学童クラブ事業の遂行に不可欠な優秀なクラス担当職
員を雇用できるよう，クラス担当職員の給与改善を行う。
また，児童館事業の補助者として，同様の賃金水準で従
事している子育て支援員についても，同様の処遇改善を
行う。

放課後ほっと広場

子ども若者はぐくみ局子ども若
者未来部育成推進課

86,554

本事業は，一元化児童館等の未設置学区における補
完事業として位置づけられており，就労家庭の増加に伴
95,830 い学童クラブ登録児童数が増加する見込であることや，
より安心安全な学童クラブ事業の遂行に不可欠な優秀
なクラス担当職員を雇用できるよう，クラス担当職員の給
与改善を行う。

不妊治療費等助成制度

子ども若者はぐくみ局子ども若
者未来部育成推進課

420,986

362,006 の減額については，見込件数の減に伴う当然減によるも

国による制度拡充を受け，男性不妊の初回治療にか
かる助成を30万円に拡充する。なお，平成31年度予算額
のである。

子ども医療費支給事業

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

子ども若者はぐくみ局子ども若
者未来部子ども家庭支援課

子ども若者はぐくみ局子ども若
者未来部子ども家庭支援課

1,917,559

子ども医療費支給制度のうち，3歳以上の通院医療費

2,213,299 について，平成31年9月から，月の自己負担額上限を
3,000円から1,500円へと引き下げを行う。

102,536

121,395

【高等職業訓練促進給付金等事業】
資格取得のために4年課程が必要となる者等を対象に
支給期間の上限を36月から48月に延長するとともに，修
学の最終年限１年間について，支給額を月額4万円増額
する。
【自立支援教育訓練給付金事業】
専門資格の取得を目指す養成課程を対象に追加する
とともに，これらの養成課程を受講する者については，支
給上限額を20万円から最大80万円に引き上げる。

14,348

ボランティアの学生との交流を通じて，子ども達が身近
な大人との関わりにより自己肯定感を高めていくことに
寄与する事業であることを踏まえ，今後とも，継続的にボ
17,279 ランティアを確保し，子ども達にとってより良い学習環境
を提供できるよう，謝礼を増額し，ボランティアの負担軽
減を図る。

872,238

人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活
を営むために医療を要する状態にある障害児（医療的ケ
936,372 ア児）が，保育施設等の利用を希望する場合に，受入れ
が可能となるよう施設等の体制を整備し，医療的ケア児
の地域生活支援の向上を図る。

生活保護世帯等困窮世帯の子どもに対す 子ども若者はぐくみ局子ども若
る学習支援事業
者未来部子ども家庭支援課

障害児保育対策

子ども若者はぐくみ局幼保総合
支援室
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【充実】
（単位：千円）
事務事業名

病児・病後児保育事業

保育人材確保事業

所管局部課等

H30予算額

子ども若者はぐくみ局幼保総合
支援室

子ども若者はぐくみ局幼保総合
支援室

京都市子育て支援総合センターこどもみら 子ども若者はぐくみ局子ども若
い館
者未来部こどもみらい館

9

H31予算額

内容及び理由

93,731

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
137,143 を支援するため，「京都市子ども・子育て支援事業計画」
を踏まえ，新たな病児保育施設の開設を実施する。

21,400

全国的な保育需要の増大に伴い，京都市においても保
育に携わる担い手の確保が年々難しくなってきているこ
とから，「京都市民間保育園等見学ツアー」を実施し，保
育士養成校の学生や潜在保育士等に対し，京都市内の
17,050 複数の保育園等を直接見学できる機会を提供することに
より，保育園等への就職に結びつける。
なお，平成31年度予算額の減額については，過去3年
間申請実績がない保育所等保育士資格取得支援事業
を廃止することによるものである。

53,161

こどもみらい館開館20周年記念事業として，乳幼児期
から小学校期のこどもの心の成長を促し，親子のふれあ
いに資する「絵本」を通して，本市に息づく「はぐくみ文
56,976 化」を創造，発信することにより，こどもみらい館における
子育て支援の取組を推進するため，「絵本文化の発信」
をテーマとした各種事業を行う。

２ 縮小等【２７事業】
【縮小等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

内容及び理由

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

3,224

本市が所有する電気自動車用急速充電設備につい
ては，平成21年度から市内4箇所に設置し，無料で提
3,033 供してきたが，近年，民間での急速充電設備の設置が
進み，現在市内のＥＶ普及台数に対して十分と思われ
る程度になったこと等から，導入当初の目的を達したと
考え，平成31年度に撤去する。

京都市低公害車普及促進事業

環境政策局環境企画部環境管理
課

1,006

これまでの低公害車に対する補助の実績を踏まえ，
600 補助予定台数を削減する。

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

688,000

魚アラリサイクルセンター運営

環境政策局適正処理施設部施設
管理課

映画広報

総合企画局市長公室

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

伝福連携担い手育成支援事業

公社に対する貸付金の額については，公社の経営状

513,000 況の改善に伴い，縮小傾向にあり，平成27年度以降は
毎年1億7,500万円ずつ減額している。

213,903

8,900

年間約1億円程度の赤字が続いていること，及び近
年，全国的な規模で民間事業者による安定した魚アラ
0 リサイクルが確立してきたこと等から，平成30年度末を
もって魚アラリサイクルセンターを廃止し，平成31年4月
からは，民間事業者の取引に移行するため。

放映時期を限定的にすることにより，放送時間を短縮

6,620 する。

29,000

協議会への事業負担金の見直しを行ったことにより，
19,351 予算額を削減している。

産業観光局商工部伝統産業課，
保健福祉局障害保健福祉推進室

5,000

補助金額を削減し，事業を縮小して実施するが，引き
2,500 続き予算の範囲内で，効率的な補助支援を行っていく。

伏水・蔵まち構想の推進

産業観光局農林振興室農業振興
整備課

434

昨年度の補助団体が補助金に頼らず，自主的に取組
0 を行うため，事業を廃止する。

京の川の恵みを活かす事業

産業観光局農林振興室農業振興
整備課

120

常設魚道の設置など事業目的を達成できたため，本
0 事業を廃止する。

1,952

140 取組等の中で進めていくため，本事業としては縮小す

京都の食を活かした観光による地域活
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
性化事業

食を活かした地域活性化事業は，観光地の分散化の

る。

農林統計資料

産業観光局農林振興室農政企画
課

189

ホームレス自立支援事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉
課

242,297

戦争犠牲者援護事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉
課

4,240

3,990 額を減額する。

内職授産事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉
課

5,000

1,000

介護保険制度市民周知

統計資料をデジタル化することで印刷製本を廃止す
0 る。

市内のホームレスが大幅に減少（平成15年度：624名

235,666 ⇒平成29年53名）したことなどから，自立生活推進員の
配置人数を2名減する。

保健福祉局健康長寿のまち・京
都推進室介護ケア推進課

11,389

10

委託事業（健康づくり講演会）の一部廃止により予算

補助金の見直し（段階的廃止）により減額する。

介護保険制度周知に向け作成している各種冊子等の
うち，「介護保険のしくみ」については，他の広報媒体と
重複する部分が多いため廃止とするとともに，「介護保
7,022 険エリアマップ（介護サービス事業者ガイドブック）」を，
民間事業者が介護事業者からの広告収入により作成
する「ハートページ」へ移行することにより，経費を節減
する。

【縮小等】
（単位：千円）
事務事業名

身体障害者福祉会館運営

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

83,506

保健福祉局障害保健福祉推進室

内容及び理由

平成31年度に本事業のうち「心身障害者更生援護施

79,610 設運営費給付金」が別の補助金事業に移行し，終了す
るためである。

民間障害福祉施設運営助成

保健福祉局障害保健福祉推進室

348,648

国における処遇改善の充実等を踏まえ，京都市単費

257,604 助成である職員処遇改善費，夜勤手当等の相当額の
補助を終了させ，事業を実施する。

在宅心身障害児(者)療育支援事業

22,786

保健福祉局障害保健福祉推進室

障害福祉サービス等の，他のサービスの充実により

13,643 利用者が減少していること等を踏まえ，委託先を４事業
者から２事業者に縮小する。

車いすフェンシング強化拠点のトレーニ
保健福祉局障害保健福祉推進室
ング環境の充実

8,000

平成29年度の開設以降続けてきたトレーニング環境

7,562 の初期整備に一定の目途がついたため，３１年度につ
いては，経常的な経費を計上する。

視覚障害者の入院中の意思疎通支援

保健福祉局障害保健福祉推進室

800

お風呂屋さん再発見事業

保健福祉局医療衛生推進室医務
衛生課

450

平成30年度の上半期の実績を踏まえ，派遣数の見直
520 しを行う。

0

本事業を通じて，施設数の減少に歯止めかかる等の
効果が見られたため，事業を廃止する。
ただし，一部マップ作成費用等について，営業関係
（環境）に移行のうえ，継続する。

106,429

社会適応訓練事業については，民間等の就労支援事
業所の増加や公的な就労支援機関の機能充実などに
104,699 伴い，利用者が減少していることから，廃止する。
なお，平成29年度までは府市同一の内容で事業を実
施していたが，府においては，平成30年度から事業を
廃止している。

2,860

平成31年度予算額の減少については，現行の道路後
退に対する補助制度の当初目的が達成されたため，平
1,000 成30年度をもって補助制度を終了することによるもので
ある。

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

491,260

現在，新規供給は行っていない。また，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
379,119 いては延長を行わず，家賃減額補助の対象となる住戸
が平成30年度に比べて減少するため。

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

283,530

平成30年度から新規受付を停止しており，預託必要
217,500 額が減少する。

「平成の京町家」の普及促進

都市計画局住宅室住宅政策課

0

モデル住宅展示場は，既に閉場（平成29年10月）して
0 おり，認定事業も平成30年度で終了するため。

48,719

運営補助の一部を廃止し，法人の自立運営に移行さ
28,260 せるため，事業を縮小して実施する。

こころの健康増進センター管理運営

保健福祉局こころの健康増進セ
ンター

狭あい道路等整備事業

都市計画局建築指導部建築指導
課

障害児通園（児童デイサービス等）事業 子ども若者はぐくみ局子ども若者
運営補助
未来部子ども家庭支援課
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３ 効率化等

【２４０事業】

※うち，委託化は１事業であり，これに係る人員の削減見込みは９人である。

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

使用済てんぷら油の市民回収奨励事業

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進
課

22,300

21,900 節減

資源物の拠点回収の推進

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進
課

52,541

88,460 その他

生ごみ・落ち葉の堆肥化等の活動支援

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進
課

9,100

8,200 節減

移動式拠点回収事業

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進
課

16,500

16,400 節減

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

15,301

25,450 統合（節減）

事業者による地球温暖化対策の推進

環境政策局地球温暖化対策室

7,780

7,686 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

13,502

12,490 節減

再生可能エネルギー等利用推進事業

環境政策局地球温暖化対策室

284,200

242,500 その他

「DO YOU KYOTO？クレジット」を活用した地域の温
環境政策局地球温暖化対策室
室効果ガス排出量削減促進事業

1,348
46,000

0 統合（節減）
44,000 節減

「エコ学区」ステップアップ事業

環境政策局地球温暖化対策室

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

1,500

0 統合（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

27,700

13,100 統合（節減）

小型家電リサイクル事業

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進
課

6,100

0 統合（節減）

食品ロス削減等推進事業

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進
課

10,730

14,793 統合（節減）

大岩街道周辺地域対策（岡田山撤去関連事業等） 環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課

6,040

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

2,470,373

公衆トイレ維持管理など

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進
課

140,937

138,822 節減

せん定枝の分別・リサイクル推進事業

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進
課

6,500

3,600 節減

埋立処分地運営

環境政策局適正処理施設部施設管理課

596,519

604,959 節減

廃棄物処理業者等許可・指導業務

環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課

9,493

9,290 節減

華やぎ支援事業

行財政局サービス事業推進室

16,863

16,863 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

1,311

1,152 節減
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5,949 節減
2,823,660 委託化

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

公用車管理

行財政局総務部庁舎管理課

8,475

8,207 節減

職員提案制度

行財政局人事部人事課

2,455

334 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

税務企画調査関連事務

行財政局税務部税制課 他

京都市移住サポートセンター「住むなら京都」の開
設・運営
市民参加推進計画の推進

454

0 統合（節減）

353,855

519,929 節減

総合企画局総合政策室

10,320

9,015 節減

総合企画局総合政策室

3,444

3,476 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 総合企画局総合政策室
推進事業

15,893

13,063 節減

国家戦略としての京都創生の推進，双京構想の推
総合企画局総合政策室
進

34,474

32,358 節減

総合企画局総合政策室

6,500

5,250 節減

「大学のまち京都・学生のまち京都」のプロモーショ
総合企画局総合政策室
ン

2,500

2,037 節減

大学地域連携創造・支援事業

16,531

16,361 統合（節減）

留学生の生活支援の推進

総合企画局総合政策室

市民しんぶん

総合企画局市長公室

116,293

113,919 節減

クロスメディア広報事業

総合企画局市長公室

36,800

31,308 節減

インターネット広報

総合企画局市長公室

22,227

15,510 節減

広聴事業

総合企画局市長公室

2,941

2,349 節減

リニア・北陸新幹線の誘致推進

総合企画局リニア・北陸新幹線誘致推進室

6,600

5,600 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

20,812

16,960 節減

京都文化交流発信事業の推進

総合企画局国際化推進室

6,500

6,000 節減

世界歴史都市連盟事務局運営事務

総合企画局国際化推進室

15,311

6,730 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

25,619

27,250 節減

多彩な国際交流の推進事業

総合企画局国際化推進室

21,464

18,343 節減

情報提供に関する事務

総合企画局情報化推進室

3,887

4,049 歳入確保

文化庁の京都移転の推進

総合企画局文化庁移転推進室

9,000

8,000 節減
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【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

交際費

総合企画局市長公室

13,200

12,313 節減

その他の広報事業

総合企画局市長公室

12,090

11,084 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

348,308

341,096 節減

伝送路維持管理業務

総合企画局情報化推進室

3,361

3,380 節減

情報セキュリティの向上対策

総合企画局情報化推進室

135,665

129,689 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

2,376

2,098 節減

東アジア文化都市交流事業

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企
画課

15,600

10,000 節減

伝統芸能文化創生プロジェクト

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企
画課

17,000

16,013 節減

「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護
課

8,000

7,070 節減

暮らしの文化はぐくみ事業

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護
課

5,000

4,040 その他

消費者相談

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合
センター

7,031

6,994 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

1,770

1,535 その他

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

50,630

50,576 その他

「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参
画推進課

13,283

15,199 統合（節減）

女性の活躍推進

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参
画推進課

4,640

0 統合（節減）

労働学校運営

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参
画推進課

21,233

21,118 節減

労働者金融対策（融資制度）

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参
画推進課

60,000

35,000 その他

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

4,309

8,444 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

104,768

100,444 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

10,256

10,209 節減

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

37,430

37,527 節減

地域スポーツ振興事業

文化市民局市民スポーツ振興室

20,459

20,259 節減

競技スポーツ強化振興事業

文化市民局市民スポーツ振興室

5,032

4,532 節減
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【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

174,400

158,000 その他

文化市民局くらし安全推進部人権文化推進
課

36,643

35,431 節減

文化市民局くらし安全推進部人権文化推進
課

3,728

3,686 節減

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

38,620

36,920 節減

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

17,900

16,864 統合（節減）

京都市動物園

文化市民局動物園

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

特定非営利活動法人の認証・認定等事務

京都マラソン

文化市民局市民スポーツ振興室

市民啓発事業（人権）

企業内人権啓発

312,606

304,107 節減

14,555

13,844 節減

文化市民局地域自治推進室

2,135

2,114 節減

マイナンバー法対応経費

文化市民局地域自治推進室

552,332

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進支援

産業観光局産業企画室

600

300 節減

京都中小企業担い手確保・定着支援事業

産業観光局産業企画室

64,200

64,300 節減

京都館プロジェクト２０２０

産業観光局産業企画室

34,000

14,000 節減

商店街等支援事業

産業観光局商工部商業振興課

44,260

47,300 その他

商業基盤強化対策

産業観光局商工部商業振興課

863

技術功労者顕彰制度

産業観光局商工部伝統産業課

7,370

「日本酒乾杯条例の普及促進」

産業観光局商工部伝統産業課

1,000

農林畜水産業金融対策

産業観光局農林振興室農政企画課

25,260

15,300 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

11,124

10,000 その他

園芸振興

産業観光局農林振興室農業振興整備課

10,960

10,600 節減

家畜衛生防疫

産業観光局農林振興室農業振興整備課

459

443 節減

畜産振興

産業観光局農林振興室農業振興整備課

119

100 節減

水産増殖

産業観光局農林振興室農業振興整備課

9,266

9,100 節減

京都京北未来かがやきビジョンの推進～京北地域
産業観光局農林振興室農業振興整備課
水産業支援事業～

600

400 節減

15

637,641 統合（節減）

0 統合（節減）
6,900 節減
0 統合（節減）

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

57,371

56,100 節減

産業観光局農林振興室林業振興課

5,492

5,000 節減

産業観光局農林振興室林業振興課

710

410 節減

災害に強い森づくりの推進～京都市内産木材搬出
産業観光局農林振興室林業振興課
支援～

15,500

9,500 節減

京都らしい森づくりの推進～古都の美林を守る森林
産業観光局農林振興室林業振興課
支援事業～

13,000

5,800 節減

木のあるまちづくりの推進～京都市内産木材の情
報発信強化～

産業観光局農林振興室林業振興課

10,000

9,000 節減

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

8,400

8,000 節減

林業・木材産業構造改革事業

産業観光局農林振興室林業振興課

1,000

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

28,500

26,500 節減

観光案内標識アップグレード推進事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

26,000

25,510 節減

観光事業者共同事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

12,827

12,620 その他

京都・花灯路

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

48,000

0 その他

内客誘致宣伝

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

2,839

2,639 節減

国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）等の活動支援を通じた
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
京都観光の振興

2,500

2,300 その他

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

43,000

0 その他

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

6,500

京都和食文化推進会議運営

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

1,030

ＭＩＣＥ戦略２０２０推進事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

15,000

修学旅行生誘致に向けた取組

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

16,000

京都市中小企業未来力会議

産業観光局商工部中小企業振興課

3,000

0 統合（節減）

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

15,000

6,500 統合（節減）

異業種交流等連携支援事業

産業観光局新産業振興室

350

300 節減

地域プラットフォーム事業

産業観光局新産業振興室

12,246

12,000 節減

農業・農村多面的機能強化事業

産業観光局農林振興室農業振興整備課

林業担い手対策事業
京都京北未来かがやきビジョンの推進～京都“悠
久の灯”プロジェクトの推進

京の七夕
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0 統合（節減）

0 統合（節減）
880 節減
0 統合（節減）
14,400 節減

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

中小企業パワーアッププロジェクト

産業観光局新産業振興室

23,415

京都産学公連携機構分担金

産業観光局新産業振興室

5,500

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

25,807

25,400 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

50,000

47,500 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

13,260

12,300 節減

新事業創出型事業施設等活用推進事業

産業観光局新産業振興室

22,512

22,200 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

4,500

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

30,823

京都市グリーン産業振興ビジョン推進事業

産業観光局新産業振興室

7,553

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

50,739

地域産学官共同研究拠点事業

産業観光局新産業振興室

109,500

104,400 節減

京都大学国際科学イノベーション拠点における産学
産業観光局新産業振興室
公連携支援拠点事業

9,795

9,800 節減

京都クリエイティブビジネス海外展開助成制度

産業観光局新産業振興室

2,000

0 統合（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

6,000

0 統合（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

12,850

0 統合（節減）

健康長寿産業創出支援事業

産業観光局新産業振興室

7,500

0 統合（節減）

「京都知恵産業フェア」の開催

産業観光局新産業振興室

5,000

4,000 節減

ライフサイエンスベンチャー創出支援事業

産業観光局新産業振興室

13,500

13,300 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

局情報提供事業

産業観光局産業企画室

商店街振興組合法関連事務

産業観光局商工部商業振興課

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

1,520

1,478 節減

「合併記念の森」百年の森事業

産業観光局農林振興室林業振興課

3,810

2,800 節減
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608,875
3,734
100

23,400 節減
0 統合（節減）

2,000 効率化等
27,200 節減
0 統合（節減）
49,800 その他

550,984 歳入確保
3,400 節減
0 統合（節減）

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課

6,607

6,447 節減

不良な生活環境を解消するための支援及び措置事
保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課
業

5,200

5,000 節減

戦没者追悼式

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

2,730

2,552 節減

要保護者緊急援護資金貸付事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

5,000

4,000 節減

虚弱高齢者等入浴支援モデル事業助成

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介
護ケア推進課
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京都社会福祉会館運営補助

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

2,700

2,700 歳入確保

高齢者あんしんお出かけサービス～小型ＧＰＳ端末 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
機の貸出～
康長寿企画課

3,366

3,072 節減

一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

1,331

658 節減

造血幹細胞移植推進事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

5,769

5,665 節減

健康づくりサポート事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

4,019

4,007 節減

がん対策

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

531,909

508,517 その他

健康診査事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

26,576

18,662 節減

地域支え合いボランティア活動助成事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

2,750

地域支え合い活動創出事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

78,148

76,730 節減

地域介護予防推進事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

515,056

516,102 節減

介護予防安心住まい推進事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

1,000

554 節減

京都ほっとはあとセンター運営助成

保健福祉局障害保健福祉推進室

24,458

23,132 節減

いきいきハウジングリフォーム（京都市重度障害者
保健福祉局障害保健福祉推進室
住宅環境整備費助成事業）

29,047

25,276 その他

心身障害児者レスパイトサービスモデル事業（元気
保健福祉局障害保健福祉推進室
家族リフレッシュサポート）

11,179

7,825 その他

地域における見守り活動促進事業

0 その他

1,000 その他

重度身体障害者緊急通報システム貸与事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

3,395

2,942 その他

身体障害者福祉電話設置維持事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

304

273 その他

障害者情報バリアフリー化支援事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

1,499

1,192 その他

地域精神保健福祉対策

保健福祉局障害保健福祉推進室

1,804

1,637 節減
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【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

障害者地域生活支援センター運営事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

437,907

443,992 節減

こころのふれあい交流サロン

保健福祉局障害保健福祉推進室

48,359

49,086 節減

障害者自立支援医療特別対策

保健福祉局障害保健福祉推進室

28,651

28,180 その他

障害者就労支援推進事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

19,678

18,491 節減

あんしん生活緊急サポート事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

6,188

障害のあるひとへの２４時間相談体制の確立（障害
保健福祉局障害保健福祉推進室
者地域生活支援拠点等の整備）

15,347

15,622 節減

5,089 その他

みやこユニバーサルデザインの推進

保健福祉局障害保健福祉推進室

6,337

6,324 節減

難病対策総合推進事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

5,154

4,388 節減

障害者休日・夜間緊急対応支援事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

1,271

難病対策総合推進事業（センター事業）

保健福祉局障害保健福祉推進室

10,200

エイズ対策

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

34,379

33,463 統合（節減）

肝炎ウイルス検査

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

33,642

31,805 統合（節減）

定期結核

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

50,653

49,601 節減

結核対策特別促進事業

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

6,287

5,534 節減

感染症予防対策

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

9,593

8,951 節減

結核・感染症発生動向調査

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

24,149

23,911 節減

Ｏ157等腸管出血性大腸菌対策

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

5,261

4,469 節減

食の安全・安心

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

3,191

3,109 節減

薬物乱用防止啓発事業

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

2,542

2,538 節減

狂犬病予防

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

23,999

23,703 節減

ペットの防災対策推進事業

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

1,308

874 節減

「民泊」対策事業

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

131,330

127,281 節減

地域リハビリテーション推進センター

保健福祉局地域リハビリテーション推進セン
ター

159,956

159,081 節減
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398 その他
8,972 節減

【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

衛生環境研究所運営

保健福祉局衛生環境研究所

117,890

120,735 節減

生活保護法施行事務費

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

101,971

98,983 節減

介護扶助事務費

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

25,704

25,040 節減

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指導課

11,708

11,728 その他

2,203

2,202 節減

保健師活動

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健
康長寿企画課

定期予防接種（子ども）

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

2,474,444

食品営業許可・監視指導

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

78,226

77,398 節減

食品・環境・狂犬病事務電算化

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課

6,648

5,674 節減

京都動物愛護センター運営費

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

54,617

40,620 節減

医務関連事務

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

6,676

2,658 節減

衛生検査所関連事務

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

1,233

1,229 節減

毒物及び劇物取締法関連事務

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

715

583 節減

薬務関連事務

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課

12,029

5,731 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

10,349

9,826 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

376

276 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

17,758

17,330 節減

66,390

52,820 節減

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

2,449,929 その他

空き家対策推進事業

都市計画局まち再生・創造推進室

140,181

98,255 節減

京町家保全・継承推進事業

都市計画局まち再生・創造推進室

132,040

119,717 その他

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

27,642

16,929 節減

環境配慮建築物の普及啓発

都市計画局建築指導部建築審査課

68

60 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

5,540

3,424 節減

建築物の防災に対する事務

都市計画局建築指導部建築安全推進課，建
築審査課

4,742

4,656 節減
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【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

土砂災害特別警戒区域内建築物安全対策補助事
都市計画局建築指導部建築安全推進課
業

4,135

2,590 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

5,680

3,606 節減

宅地開発指導等

都市計画局都市景観部開発指導課

7,382

4,894 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

44,541

39,339 節減

分譲マンション管理支援事業

都市計画局住宅室住宅政策課

16,110

11,538 節減

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

77,102

38,924 その他

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

279,160

238,834 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

154,571

146,850 節減

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

19,069

15,299 節減

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

1,713

1,558 節減

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

2,578

2,116 節減

313

300 節減

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

3,537

3,521 節減

住宅政策推進経費

都市計画局住宅室住宅政策課

9,989

8,921 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

253,000

243,000 節減

自転車駐輪環境の「みえる化」

建設局自転車政策推進室

258,946

254,563 節減

自転車ルール・マナーの「みえる化」

建設局自転車政策推進室

30,954

28,613 節減

私道の市道認定

建設局土木管理部道路明示課

3,000

1,500 節減

【山科区】共汗型事業

山科区役所地域力推進室

20,970

17,046 その他

名簿調製

選挙管理委員会事務局選挙課

1,856

1,773 節減

文化財防火対策

消防局予防部予防課

5,000

4,500 節減

体験活動及び文化活動の推進

教育委員会指導部学校指導課

27,959

26,741 節減

教職員の資質向上

京都市総合教育センター研修課

131,469

125,161 節減
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【効率化等】
（単位：千円）
事務事業名

所管局部課等

京都市教育相談総合センター（こども相談センター
教育委員会教育相談総合センター
パトナ）

H30予算額

H31予算額

見直しの内容

62,542

56,575 節減

京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）

教育委員会生涯学習部

338,552

328,346 節減

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

101,731

98,064 節減

小・中学校運営費

教育委員会総務部学校事務支援室

4,981,682

4,949,639 節減

高等学校運営費

教育委員会総務部学校事務支援室

811,566

716,724 節減

小児慢性特定疾病対策

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ど
も家庭支援課

5,715

12,107 その他

高校進学・修学支援金支給事業

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ど
も家庭支援課

312,361

285,387 その他

公営保育所運営

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

402,996

332,332 その他

自立支援医療（育成医療）（事務費）

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ど
も家庭支援課

499

0 その他

未熟児養育医療給付（事務費等）

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ど
も家庭支援課

444

0 その他

児童福祉法施行事務費（幼保総合支援室）

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

22

43,559

43,285 歳入確保

