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１ 充実（１１０事業）
（単位：千円）
事務事業名

再生可能エネルギー等利用推進事業

こどもエコライフチャレンジ推進事業

「エコ学区」ステップアップ事業

所管局部課等

Ｒ１予算額

242,500

環境政策局地球温暖化対策室

18,237

環境政策局地球温暖化対策室

44,000

環境政策局地球温暖化対策室

Ｒ２予算額

内容及び理由

192,000

2050年CO2排出量正味ゼロの実現に向けて，徹底
的な省エネの促進及び再生可能エネルギーの普及
拡大を図るために，家電の買い替え促進事業，太陽
光発電プラットフォーム事業，再エネ由来電力及び太
陽光発電設備のグループ購入事業を新たに実施す
る。
一方，「すまいの創エネ・省エネ応援事業」の助成
額について，直近の年度の執行結果及び今年度の
執行予測から，来年度の執行状況を予測し助成総額
を減少したことに伴い，令和2年度の事業予算総額は
減少している。

18,399

これまで対象学年に児童が在籍する全市立小学校
において事業を実施してきたが，次世代の担い手を
育成する観点から，より多くの児童に対して本プログ
ラムを実施するため，市内に在籍する私立小学校に
働きかけを行い，希望する学校に対応する。

45,900

令和元年5月に市長等が発表した「１．５℃を目指す
京都アピール」で掲げる２０５０年頃までにCO2排出量
正味ゼロの実現に向けて，本事業において地域ぐる
みで関連情報を共有し学び合うプログラムを追加す
る。
昨今の脱プラスチックに向けた世界情勢及び本市
の地道な働きかけにより，使い捨てプラスチック削減
に向けた機運が高まっていることを受けて，令和2年
度においては，事業を拡大して実施する。
令和元年度の申請実績をもとに「リユース食器助成
制度」に係る予算を増額する。

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
推進課

16,400

16,800

市民・事業者とのパートナーシップによるごみ減量 環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
活動の推進
推進課

41,200

42,000 委託事業で実施している各種講座の実施回数を増や

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
推進課

19,193

イベント等のエコ化の推進

食品ロス削減等推進事業

昨今の脱プラスチックに向けた世界情勢を受けて，

す等，事業を拡大して実施する。
「食品ロスの削減の推進に関する法律」が令和元年
10月1日に施行されたことを機に，令和2年度におい

31,600 ては，食品ロス削減に向けた取組の更なる強化を図
り，事業を拡大して実施する。

使い捨てプラスチック削減推進事業

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
推進課

5,200

28,200

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

5,949

6,283

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

22,396

プラスチックによる海洋汚染防止のほか，ごみ減
量，地球温暖化対策や生物多様性の保全等を図るた
め，プラスチック問題に対する取組を早急かつ強力に
推進していく必要があることから，「京都市プラスチッ
ク資源循環アクション～プラスアクション１２～（以下
「アクション」という。）」を令和元年１０月に策定した。
令和２年度においても上記アクションの各種取組を
重点的に進めていく必要があり，事業を拡大して実施
する。
岡田山撤去関連事業に係る調査を強化する。
令和２年度末に処分の期限を迎える高濃度PCB廃

23,752 棄物の処理指導を充実する。
また，産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理を
防止するため，指導監督を強化する。
散乱ごみへの対応が急務となっている観光地にお
いて，観光シーズン等の人が多く集まる時季等に応じ
て，街頭ごみ容器の設置数やごみの回収体制を充実
させるなど，ごみの散乱防止に向けた効率的で有効
な対策を行う。
防災情報ホームページ「京都市防災危機管理情報
館」の機能強化，あらかじめ取るべき防災行動等を時
系列で定める「タイムライン」の作成，想定浸水深等を
建物等に表示する「まるごとまちごとハザードマップ」
の推進，災害時における分かりやすい避難所開設標
識等の設置，帰宅困難者対策における情報連絡体
制の充実を行う。
なお，令和元年度の臨時事業（危機管理センター
の開設等）に係る経費の減により，予算額は減少。

不法投棄・散乱ごみ対策等

環境政策局循環型社会推進部まち美化
推進課

103,578

124,975

防災危機管理対策

行財政局防災危機管理室

403,235

250,955

効果的かつ効率的な債権回収

行財政局資産活用推進室

9,284

更なる効果的かつ効率的な債権回収に向けて，債
9,424 権回収業務委託の対象となる債権を拡大する。

市民参加推進計画の推進

総合企画局総合政策室

3,476

3,685 民意見を聴く場の開催など，附属機関「市民参加推

「第３期京都市市民参加推進計画」の策定に係る市

進フォーラム」による審議の充実を図るため。
レジリエント・シティ推進事業

18,700

総合企画局総合政策室

SDGsとレジリエント・シティの推進を一体的に取り組

22,470 むうえで，市民，企業等における認知度の向上等に
資する取組を充実する必要があるため。
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事務事業名

京都駅西部エリアの活性化

所管局部課等

Ｒ１予算額

16,960

総合企画局プロジェクト推進室

Ｒ２予算額

内容及び理由

19,000

令和2年度以降，梅小路京都西駅周辺で賑わい施
設や宿泊施設が開業するなど，本エリアの新たな賑
わいの創出やまちづくりに対応するため，エリアマネ
ジメント組織「京都駅西部エリアまちづくり協議会」を
中心とした活性化事業を拡充する。
令和５年度に芸大移転が見込まれる京都駅東部エ
リアにおいて，エリア活性化の機運を，時機を逸する
ことなく，具体的な形に繋げるため，エリア内の地域
資源活用事業や京都駅周辺エリアと連動した活性化
事業を拡充する。

京都駅東部エリアの活性化

総合企画局プロジェクト推進室

4,500

5,000

京都駅東南部エリアの活性化

総合企画局プロジェクト推進室

4,787

5,787 る，文化芸術と若者を基軸とした新たなまちづくりの機

京都駅東南部エリアの活性に向け，高まりつつあ

運を確実・強固にするため，事業を充実する。

多文化共生施策の総合的な推進

多彩な国際交流の推進事業

30,250

総合企画局国際化推進室

18,343

総合企画局国際化推進室

31,084

多文化施策審議会，京都市地域・多文化交流ネット
ワーク促進事業，外国籍市民総合相談窓口運営など
多文化共生に資する事業を実施していく。
なお，令和2年度予算額の増額については，新たに
行う「災害時における外国籍市民等の防災体制整備
事業」によるものである。

22,217

平成２６年３月に策定した「京都市国際化推進プラ
ン改訂版」が，令和３年３月末に計画期間（平成２６年
度～令和２年度（延長継続期間含む））を終えるた
め，京都市基本計画の策定期間にあわせて国際戦
略指針（仮称）を策定する。
また，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・補助金の交付等を継続して実施す
る。
京都国際舞台芸術祭について，令和２年度の日本
博を契機として「京都文化の＜現在＞を世界に発信
する，新たな観光資源としての国際フェスティバルを
目指す」ことを基本理念とし，若年層の観客を生み出
していくとともに，京都を訪れる観光客にも京都文化
の新たな一面に触れていただくため「若年層の観光
客へ向けた新たなインバウンド構想」に取り組む。

各種団体事業助成

文化市民局文化芸術都市推進室文化
芸術企画課

36,762

54,762

子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出

文化市民局文化芸術都市推進室文化
芸術企画課

26,176

34,852 し，多くの子どもが文化芸術に触れられるよう機会を

「文化芸術授業（ようこそアーティスト）」について，参
加ニーズに十分に対応できるよう，実施回数を増や
充実する。

世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐる 文化市民局くらし安全推進部くらし安全
み推進運動
推進課

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

100,444

21,327

108,190

全市事業及び各行政区での安心安全に係る取組を
実施し，更なる刑法犯認知件数の減少や体感治安の
向上に向けた取組を継続して実施する。
なお，令和2年度予算額の増加については，本運動
の協定期間が令和2年度までとなっていることから，令
和3年度以降も継続して安心安全に係る取組を推進
していくため，協定延長に係る協定式，市民総大会
等を実施するものである。

22,103

高齢運転者の交通事故防止のためのより効果的な
事業として，運転免許証「お試し返納」モニター事業，
高齢運転者を対象とする講習会，ドライブシュミレー
ター体験教室を新規事業として実施する。
令和2年4月1日に，改正健康増進法が全部施行さ
れる予定であり，施行後には，施設内等で喫煙できな
くなった喫煙者が，路上で喫煙することが懸念される
ため，施設内だけでなく，路上での喫煙も禁止である
ことを周知する必要がある。
また，同法の全部施行に伴う影響とその推移を把握
するため，路上喫煙に係る過料徴収区域外を含めた
より広範囲で調査を実施しなくてはならない。
そのため，令和2年度は，観光地や鉄道駅等の集客
施設などでの啓発活動を充実させるとともに，路上喫
煙者の実態把握調査を行う。

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

53,257

56,588

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

10,209

10,572 活支援（家事援助，介護援助及び一時保育）として，
必要な経費の一部を補助することができるよう制度を

犯罪被害者等からのニーズに応えるため，日常生
改正し，支援内容の充実を図る。

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
の推進
推進課

2

37,527

47,058

京都市客引き行為等の禁止等に関する条例の改正
に伴い，業者及び市民等に対して改正内容等を周知
するポスターやチラシ等を作成して，広報啓発等の取
組を強化する。
加えて，客引き行為等対策指導員を増員し，客引き
行為等を行わせた法人等に対する指導等を強化す
る。

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

内容及び理由

京都市スポーツ表彰

文化市民局市民スポーツ振興室

1,170

東京オリンピック・パラリンピック開催による表彰増が
1,370 見込まれるため

野生鳥獣による生活環境被害防止対策及び自主
防除組織支援対策

文化市民局地域自治推進室

6,100

令和元年度に西京区松尾山周辺地域で自主防除
6,400 組織が設立されたため，予算を増額している。

小金塚地域バス路線転回場賃借料負担金

文化市民局地域自治推進室

2,000

2,660 たことに伴い，新たな駐車スペース使用料分の予算を

小金塚地域内を循環するバスの実証運行を開始し

増額したため。

芸術家のグローバルアート市場への進出支援

文化市民局文化芸術都市推進室文化
芸術企画課

元離宮二条城

文化市民局元離宮二条城事務所

16,500

933,583

6,500

「アート市場活性化事業」として，企画ギャラリーの
集積と若手アーティストの創作環境の向上を目指し，
企画ギャラリーによる展覧会の開催，国内外アート
フェアへの出展を支援する。
事業を再構築し，包括委託から個々の企画ギャラ
リーへの一部補助とするため，予算は減額となってい
る。
東京2020オリンピック・パラリンピックに向け，各季節

979,284 に多彩な事業を展開し，国内外からの観光客を呼び
込み，二条城の価値・魅力を発信するため。

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

14,844

史料叢書編さん(再版等)，古文書調査事業等の特
23,787 定財源の見込まれる事業の増加等。

京都館プロジェクト２０２０

産業観光局産業企画室

14,000

21,500 につなげるため，首都圏において，新たな情報発信

本市への更なる企業誘致や移住，大学進学，就職

やイベントの開催を行うなど取組の充実を図る。
イベント等の取組に対する補助金は減額するが，商
商店街等支援事業

47,300

産業観光局商工部商業振興課

60,300 店街を核としたエリアのブランド化を進める取組や，景
気の先行きリスク等に備えた消費喚起対策に係る予
算を計上しているため，予算を増額するため。

農業・農村多面的機能強化事業（中山間地域等直
産業観光局農林振興室農林企画課
接支払制度分）

24,300

産業観光局農林振興室農林企画課

56,100

農業・農村多面的機能強化事業

R2年度から制度が見直され，集落協定の広域化に

29,800 対する加算措置など新たな支援措置が追加される予
定のため。
国の「多面的機能支払交付金」において，市街化区

68,109 域内の生産緑地に対する加算措置が講じられたた
め，予算が増額した。

地域と連携した観光と市民生活との調和推進事業 産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

8,000

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

83,320

観光案内所の運営

11,000

市民の安心・安全の確保や地域文化の継承に不可
欠なマナー啓発や混雑対策等,観光課題の解決に向
けた取組を早急に進めるため，平成３０年度に創設し
た補助制度を充実し，地域団体等の自主的な取組を
支援する。
観光案内所は開設から10年を迎え，最低賃金の上
昇による人件費の高騰，物品の老朽化等の課題があ

86,119 るため，提供するサービスの維持のため，運営に係る
負担金の増額を行う。
「京都観光総合調査」において，これまで実施してき

京都観光総合調査の実施

14,800

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

22,432 た観光客を対象とした京都観光に係る動向や満足度
の調査に加え，新たに京都観光に係る市民意識等を
把握する調査を実施する。

海外観光宣伝事業

115,030

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

コンベンション等MICE推進事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

136,149

京都観光振興計画2020の推進

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

670

50,210

・ 近年の外国人観光客の急増等により，一部の観光
地や交通機関等の混雑が顕著化する中，地域経済
への貢献が大きい宿泊観光を維持しつつ，観光地の
分散を図っていくことが重要である。
とりわけ，欧米などの遠方からの外国人観光客は滞
在日数も長く，様々な地域に足を運ぶ傾向が高いこと
から，周辺観光地も含め，京都市から日帰りで行ける
観光地の情報（Kyoto 1 Day Trip）を紹介し，分散化
を図る広域インバウンドプロモーションを実施
・ チャットボットや自動経路作成機能などの導入の完
了（令和元年度）に伴う当然減（開発費の不要）によ
り，予算額は減少

144,149

・ 市民・事業者等へＭＩＣＥ開催の意義や効果等を
周知するための事例集を作成
・ ＭＩＣＥ開催による市内への地域貢献効果・経済効
果を一層高め，ＭＩＣＥ産業の担い手育成・拡大を図
るため，市内事業者向けのセミナー等の開催，ネット
ワーク化や情報収集の場づくり等の環境を整備
京都観光を取り巻く課題や環境の変化へ対応した

10,670 施策の立案・実施のための次期観光振興計画の策定
に係る会議の運営等を実施

複数自治体連携等による海外富裕層誘致

15,200

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

3

伝統文化，伝統産業の振興を目的とした富裕層向
32,200 けコンテンツの掘り起し，磨き上げ等を実施

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

インバウンド需要獲得強化・マナー啓発事業等

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

66,467

混雑緩和に向けた啓発策

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

5,700

京都市宿泊施設拡充誘致事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

36,300

地域企業応援プロジェクト（中小企業対策）

産業観光局商工部地域企業振興課

18,500

Ｒ２予算額

内容及び理由

啓発ツールの作成及びリニューアル等を通じたマ

92,173 ナー啓発等の実施

観光バス駐車場の満空情報等のウェブサイト構築
20,000 及び，当該サイトを活用した啓発活動の実施

32,200

「宿泊施設従業員向け歴史・文化体験研修」の開催
回数等を拡充するほか，新人従業員等を対象とした
接遇研修を新たに実施する。また，宿泊予約サイトに
旅館の魅力を紹介するページを掲載するほか，ＭＩＣ
Ｅ主催者やPCO（会議・運営事業者）等に旅館の魅力
を伝えるＰＲを行う。
なお，宿泊税導入に伴う専門家派遣の終了に伴い
予算額は減少している。
地域企業の担い手確保に向けた取組や，災害時の

109,400 事業継続力の強化，事業承継等，地域企業・中小企
業の課題解決に向けた支援の充実を図るため。

大学・研究機関，企業間のコーディネート活動を推
進する等，京都発のライフイノベーションの創出につ
なげていくとともに，再生医療分野における研究開発
や事業展開の加速を図るため，研究開発に対する助
成を行うなど，再生医療分野の新事業創出に向けた
支援の充実を図る。

ライフイノベーション創出支援事業

産業観光局新産業振興室

55,800

59,000

コンテンツ産業推進事業

産業観光局新産業振興室

95,600

91,800 イラスト・ＣＧアニメ）を設置することにより，人材育成に
関する内容を充実したが，事業経費の見直しに伴

令和2年度は「京都国際クリエイター大賞」（マンガ・
い，予算額は減少している。

2,475,333 2,522,272

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

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

4,000

生活困窮者に対する相談支援体制の充実強化

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

31,408

6,000

取扱数量の維持，向上へ向けた更なる取組の推進

貸付要件の変更を行い，貸付対象者を拡大する。
ひきこもり状態にある方やその家族に対する寄り添

56,900 い支援の充実を図るため，よりそい支援員（仮称）の
配置を行う。

複合的な福祉課題を抱える世帯への支援を強化す
るため，地域あんしん支援員を２名増員し，全区役
所・支所へ配置すること等により，本事業の実施体制
の充実を図る。

地域あんしん支援員設置事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

71,096

83,412

歯ッピー・スマイル推進事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

15,241

15,830 業の指定医療機関の拡大に伴い，受診数の増加を

京都市手話言語条例普及啓発事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

医療安全相談窓口

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

保健福祉センター運営

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

食品営業許可・監視指導

市民の利便性を高めるためのフッ化物歯面塗布事

図る。

6,356

90

2,508

市民が気軽に手話に触れる端緒としての役割で
あった手話啓発番組（しゅわしゅわ京都）を見直したこ
とにより予算額が減少したが，手話が市民にとってより
身近なものとなるよう，新たな取組として，市民生活と
密着した業種の企業・団体等を対象とした合同研修
会等を実施することにより，市民生活の様々な場面で
手話への活用が一層図られるよう推進する。
これまで実施してきた相談業務に加えて，令和２年

260 度からは，医療法で定められた医療安全支援セン
ターの業務の一つである研修会も実施する。

177,843

263,943

2,449,929 2,429,805

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

77,398

4

76,236

子育てネットワーク・相談事業に係る非常勤嘱託員
を3名増員し，体制の強化を図る。
なお，この他，非常勤嘱託員の会計年度任用職員
への移行等に伴い，事業費が増額となっているが，
新たな国庫補助を見込んでいることから一般財源は
減額となっている。
令和２年１０月からロタウイルスワクチンが予防接種
法に基づく定期接種となる予定であるため，事業の充
実を行う。
予算減額については，接種対象者数について，積
算方法の見直しや，実績を踏まえた精査により，適正
な接種対象者数を算出し，事業費を削減した。
また，予防接種関連業務に従事する臨時的任用職
員に係る費用について，令和２年度から「予防接種共
通経費」に移動するため，併せて予算減となる。
平成３０年６月の食品衛生法改正により，原則とし
て，令和３年６月から全ての食品等事業者がＨＡＣＣＰ
の考え方に沿った衛生管理が義務付けられることと
なったため，市内の食品等事業者へ必要な取組を周
知するとともに，ＨＡＣＣＰの導入支援を実施する。
ＨＡＣＣＰの考え方に沿った衛生管理の導入支援に
係る事業費を増額した一方で，事務費等の精査によ
り，経費の節減を図った結果，予算額を削減した。

事務事業名

青少年団体育成

所管局部課等

Ｒ１予算額

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

4,120

Ｒ２予算額

内容及び理由

スポーツ少年団指導者制度の改正に伴い，指導者
が新たに負担することとなる資格登録料等を助成する

4,820 ことにより，持続的な事業運営に必要不可欠となる指
導者の維持・確保を図る。

学童クラブ障害児対策

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

114,686

医療的ケア児（日常生活を営むために医療を要す
る状態にある児童）への切れ目のない支援を更に推

118,058 進し，多様なニーズに対応するため，新たに学童クラ
ブでの受入れを支援する。

京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
広場）事業
育成推進課

200,701

乳幼児を持つ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

218,908 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）」を新たに開設する。

成人式

京都市ひとり親家庭等日常生活支援事業

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

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

子どもの居場所づくり支援事業

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

社会的養護自立支援事業

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

妊産婦健康診査

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

民間社会福祉施設（民間保育施設）単費援護

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

障害児保育対策

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

17,169

1,199

5,668

28,715

934,814

22,267

社会全体が青年の晴れの門出を祝い励ます気運を
つくるとともに，式典に参加した新成人の記憶に残る
ものとなるよう，式典の更なる充実を図るため，市内の
主要駅構内での広告掲載，入場者管理システムの導
入を実施する。

2,899

ひとり親家庭等の生活援助や保育サービスを行う家
庭生活支援員の派遣手当の引上げを行うことで，家
庭生活支援員の継続的な確保及びひとり親家庭等の
生活の安定を図る。また，定期的な利用について，未
就学児のいるひとり親家庭のみ対象としていたもの
を，小学生のいるひとり親家庭にも対象を拡大する。

13,000

子ども食堂や学習支援の場など，地域や民間団体
が行う子どもの居場所が，支援を必要とする子どもや
家庭を適切な機関につなぐ「気づきの窓口」となるよ
う，居場所への現地訪問や情報提供，相談支援など
の取組を実施することで，子どもの居場所づくりによる
「支援の輪」が一層拡がっていくためのサポート体制
の充実を図る。

32,013

社会的養育から自立をする者の社会的自立の促進
を更に進めるため，現在入所している児童の年齢を
踏まえた利用人数の見込み増及び退所時の年齢に
関わらず，大学進学や就職する場合の経費について
支給できるよう事業を拡充する。

897,352

母体への負担が単胎に比べて高く，妊娠中の母体
管理がとりわけ必要な多胎妊娠について，妊婦健康
診査を通常より多く受けられるよう，妊婦健康診査受
診券の追加交付を行う。
（予算減額理由）
見込件数の減に伴う減

4,525,337 4,264,718

936,372

１歳児のうち，運動機能の向上や自我の芽生え等，
発達が著しい月齢の低い児童の保育は，保育士の負
担が大きくなることから，平成28年度より，保育所・認
定こども園に在籍する1歳児のうち，1歳6箇月未満の
児童について，本市の1歳児における配置基準（5：1）
を上回って保育士を配置できるよう助成制度を設けて
いる。
今回の充実内容としては，同事業の対象児童を1歳
7箇月未満に拡充することにより，保育内容及び体制
の更なる充実を図るもの。
（予算減額理由）
府市協調の補助事業において，府の補助分の交付
方法が変更されたこと（本市を介した間接交付から府
から事業者への直接交付）等による減
日常生活を営むために医療を要する状態にある児
童が，保育施設等の利用を希望する場合に，受入が

968,989 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。

病児・病後児保育事業

保育人材確保事業

137,143

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

65,650

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

5

168,919

病児・病後児保育事業において，管内の病児・病後
児保育施設の空き状況をリアルタイムに確認するため
のシステムを構築することで，利用者や施設の負担軽
減につなげる。
また，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」を踏まえ，新たな病児保育施設を開
設する。

94,105

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，「京都市保育園・認定こども園見学ツ
アー」を夏だけでなく，春先にも実施する。また，「保
育士宿舎借り上げ支援事業」の事業期間及び補助期
間を延長する。

事務事業名

私立幼稚園等助成

所管局部課等

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

内容及び理由

473,585

497,285 円滑な事務遂行に必要な事務経費の一部を補助す

幼児教育・保育の無償化に伴い，新制度に移行し
ていない幼稚園の事務負担が増大していることから，
る。

児童福祉センター管理運営

子ども若者はぐくみ局児童福祉センター

まちづくりに係る調査・企画・支援事業

都市計画局まち再生・創造推進室

歴史都市京都における密集市街地等に関する対
策の推進

空き家対策推進事業

284,941

9,584

52,820

都市計画局まち再生・創造推進室

104,555

都市計画局まち再生・創造推進室

313,736

令和元年度は実証事業による支援策の実効性の検

17,510 証等を行っており，令和2年度から施策化を進める。

62,520

令和2年度は新規事業として，「歴史都市京都にお
ける密集市街地等に関する調査及び取組方針の見
直し」や「路地再生に向けた街区計画作成事業」の実
施により予算が増額している。
なお，既存事業については，防災まちづくり活動支
援の地域の状況に応じた件数の見直しや，老朽木造
建築物除却事業及び緊急避難経路整備事業等の補
助金の交付実績に応じた件数の見直しにより効率化
を図っている。

165,871

今後，少子高齢化の進展，人口や世帯数の減少も
見込まれるなど，空き家問題の更なる深刻化が予想さ
れることから，令和元年８月に「空き家の更なる活用促
進のための抜本的な空き家対策」を取りまとめ，より一
層の空き家の活用促進策に取り組むため，固定資産
税等の住宅用地特例解除に向けた取組や危険空き
家対策の予算の充実を行った。
京都市建築物安心安全実施計画の次期計画策定
のため，京都市建築物安心安全実施計画推進会議
の構成員等との議論を深めるとともに，他都市の状況
やその他建築物に係る全国の動向を検証する。さら
に，パブリックコメントを通じて多くの市民から意見を
伺い，これらの結果を踏まえて次期計画を策定する。

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

12,666

18,672

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

11,538

21,618

住宅の省エネルギー化推進

38,924

都市計画局住宅室住宅政策課

年々増加する児童虐待の通告や相談に迅速に対
応するため，警察からの書面通告に対する初期調査
や，近隣住民等から寄せられる，いわゆる泣き声通告
に係る児童特定業務等を行う会計年度任用職員を配
置し，児童相談所の体制を強化する。

市内の分譲マンション実態調査を実施するため

62,990

令和元年度は，国が本事業と類似事業である「次世
代住宅ポイント制度」を実施していたため，重複する
補助対象工事を休止することを考慮した予算額として
いた。令和2年度には，国による類似事業の実施が予
定されていないため，本市事業の利用増が見込まれ
ることから，既存住宅の省エネルギー性能の向上及
び家庭部門のエネルギー使用量の削減を図るため，
予算額を充実させている。
優良な屋外広告物の普及啓発を図るため，本市が
表彰した広告物等を掲載するホームページを開設す
ることや，近畿圏内の府県，政令指定都市等で持ち
回り開催している「屋外広告物講習会」を，平成２１年
度以来開催するため。

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

15,299

18,215

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

28,613

31,490 人観光客等に対する自転車ルール・マナーの向上を

大学生等の若者世代をはじめとした市民や，外国

図るため，啓発の広告等を充実させている。
令和元年度の「上京区140周年記念事業」におい
て，地域企業，ＰＴＡ及び中学生等と連携して実施し
た取組を「未来プロジェクト」として継続・発展させる。
なお，令和2年度予算額の減額については，令和元
年度に実施した「上京区１４０周年記念事業」の終了
に伴うものである。

【上京区】共汗型事業

上京区役所地域力推進室

20,017

15,334

【中京区】共汗型事業

中京区役所地域力推進室

14,495

14,796 案型支援事業ではなく，委託（共汗型事業）による実

「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業について，
より効果的な事業実施を図るため，これまでの区民提
施に切り替えを行った。

【東山区】共汗型事業

【山科区】共汗型事業

11,346

東山区役所地域力推進室

17,046

山科区役所地域力推進室

6

9,259

地域が保護者とともに子どもたちを見守り育んでいく
仕組みづくりを行う事業を新たに立ち上げるとともに，
区民の健康寿命の延伸に向けた取組の充実を図る。
なお，東山区制９０周年記念事業の完了により，令
和２年度予算額は減少している。

21,330

山科区での近年の転入超過トレンドを加速させるた
め，訪れて楽しめるまちというだけでなく，住みたいと
思える魅力を市外に効果的に発信するなど，山科の
イメージ向上と定住者の増加に繋がる取組を新たに
実施する。

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

内容及び理由

「東本願寺前市民緑地整備事業の機運醸成に向け
た取組」及び「ひきこもり支援事業」を新規事業とする
とともに，下京区１４０周年記念事業の一環として行っ
た「しもぎょう伝燈祭」を新たな京都の風物詩として実
施する。一方で，「下京区１４０周年記念事業」の終了
や「健康長寿のまち・下京の推進」及び「下京区民ま
ちづくり会議」等の節減による効率化を図る。

【下京区】共汗型事業

下京区役所地域力推進室

12,241

11,842

【南区】共汗型事業

南区役所地域力推進室

13,092

13,815 現に向け，これまで実施してきた防災事業や子育て

令和２年度においては，南区の未来像の着実な実

支援事業等をさらに充実させることとしたもの。

【右京区】共汗型事業

22,668

右京区役所地域力推進室

新規に「区民がまちに関わるきっかけづくり・活躍で

24,112 きる場づくり」を実施するほか，「「健康長寿のまち右
京」推進」等を充実するため。

【伏見区・深草支所・醍醐支所】区民提案型支援事 伏見区役所・深草支所・醍醐支所地域
業
力推進室

【伏見区・深草支所・醍醐支所】共汗型事業

13,475

伏見区役所・深草支所・醍醐支所地域
力推進室

【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

救急高度化事業

消防局警防部救急課

32,370

21,024

108,000

13,595

「伏見区区民活動支援事業」において，重点支援事
業（子どもの貧困対策等，健康長寿，地域防災の3分
野）をはじめとする区民主体のまちづくり活動に対す
る支援体制を充実させるため，新たに活動団体への
専門家派遣を行うとともに，活動情報を発信するＳＮＳ
のページを新設する。

32,774

・ 「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」，「誰もが安心して住み続
けられる防災・安心安全」，「伏見力・伏魅力を活かし
た文化・産業・観光振興」の4つの分野を重点方策と
し，取組を推進していく。
・ 取組の推進に際しては，地域文化力やレジリエン
ト・シティ，SDGsといった，時代の潮流を踏まえた新た
な視点を取り入れ，「誰一人取り残さない持続可能な
伏見のまちづくり」を推進していく。

22,900

令和２年度の新規事業である，自治会加入率の大
幅な向上を目指す「レッツ自治活動！大作戦」及び
観光振興や交流人口，定住人口の増加を図る「西山
文化魅力発信プロジェクト」をはじめとした各種事業を
展開することで，区の重点取組である「地域の更なる
活性化」，「文化を基軸とした西京区ならではのまちづ
くりの推進」，「地域ぐるみでの子どもはぐくみ，健康長
寿の推進」及び「安心・安全で環境にやさしいまちづ
くりの推進」について，引き続き推進を図る。
なお，令和２年度予算額の増加については，新規
事業に係る予算額の増及び区民提案型事業との事
業間調整に伴う予算額の増によるものである。
令和2年度から，住民への安心・安全の提供や救急
車の適正利用の推進，さらには医療スタッフの負担軽

121,182 減を図るため「救急安心センター事業（仮称）」を開始
するもの。

火災予防活動対策

53,000

消防局予防部予防課

京都アニメーション火災を受けて，通常の火災と比
べ避難時間や避難経路等が限定される火災に対す

68,000 る避難行動のガイドラインとなる「命を守る避難のあり
方に関する指針（仮称）」を事業所に周知する。

小・中学生就学援助費

国際理解教育・英語教育の推進

1,381,799 1,369,495

教育委員会総務部調査課

352,616

教育委員会指導部学校指導課
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370,980

就学援助費における支給費目として卒業アルバム
費を新たに追加することにより，小学6年及び中学3年
の子どものいる保護者に対して，卒業時に係る経費
負担の軽減を図る。
なお，令和2年度予算額の減少については，就学援
助認定率減に伴う減である。
・ 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，
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。
・ 多言語による「小学校生活親子オリエンテーショ
ン」を新規で実施する。京都市立小学校に入学予定
の子どもをもつ日本語を母語としない保護者及びそ
の子どもを対象とした説明会及び簡単な授業体験等
を予定。説明の際には，参加者が必要とする言語の
通訳を手配するともに，「小学校生活スタートガイド」
（平成31年1月発行）を活用する。

事務事業名

特色ある高校づくり推進事業

学力向上対策

開かれた学校づくり

安全教育の推進

学校給食の充実

健康増進・健全育成の推進

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

所管局部課等

Ｒ１予算額

125,968

475,343

令和2年度全面実施の小学校新学習指導要領にお
いて必修化されるプログラミング教育の実施・定着に
向け，必要となる教材整備を行う。
なお，令和2年度予算の減額は，小学校教科書採
択関連経費の当然減や学校図書館備品整備が完了
したことに伴う減，日常的なコスト削減の徹底による減
である。

8,178

学校支援ボランティア事業について，これまでの子
どもたちへの学習支援に加え，学校現場を熟知する
退職教職員を活用した教職員の業務補助についても
事業対象とすることで，学校や教職員の更なる負担
軽減を図る。

16,647

京都市防災教育スタンダードや安全ノート等を活用
し，交通安全・生活安全・防災安全の各分野にわたる
安全教育を，学校教育活動全体を通じて計画的・継
続的に，発達段階に応じて実施している。
また，今後については，学校における安全教育や安
全管理の指針となる「学校安全の手引」の改訂を行
い，さらなる推進を図る。

1,373,689 1,351,316

「学校における働き方改革」の方策の一つとして，文
部科学省から学校給食費の公会計化に関する通知
及びガイドラインが出されたことを踏まえ，本市におけ
る学校給食費の公会計化導入について検討するにあ
たり，学校現場の意見を聴取しつつ，他都市の先進
事例を視察し，導入の手順やシステム開発等につい
て調査・研究する。
なお，令和2年度予算の減額は，ＰＥＮ樹脂食器導
入のリース期間終了に伴う当然減や日常的なコスト削
減の徹底による減である。

623,704

教育委員会指導部学校指導課

6,911

教育委員会生涯学習部

16,282

教育委員会体育健康教育室

教育委員会体育健康教育室

157,218

教育委員会体育健康教育室

58,559

教育委員会生涯学習部

624,354

教育委員会指導部総合育成支援課

451,855

教育委員会指導部生徒指導課

8

内容及び理由

新普通科系高校では，Society5.0を迎えるなど予測
が困難な時代を生徒が力強く生き抜くため，自ら定め
た目標に向かって，主体的に考え行動でき，また，多
様な文化や価値観を理解し，他者と協働して未来の
創造に自らの力を役立てようとする志をもつ「社会に
貢献する生徒」を育成するための新たな学びの形を
展開する。そのために，令和２年度において，「開設
準備室」を設置し，令和５年度開校に向け，下記の取
組を実施する。
①ICTを活用した授業研究
②生徒が主体的に学ぶ新たな学びの形の検討
③地域と協働した学校の在り方の検討
④広報活動
なお，令和2年度予算の減額は，国委託事業の採
択期間終了に伴う当然減や日常的なコスト削減によ
る減である。

139,315

教育委員会指導部学校指導課

Ｒ２予算額

177,474

定期健康診断で使用する歯鏡，鼻鏡及び耳鏡につ
いては煮沸消毒しているが，日本学校保健会の「児
童生徒等の健康診断マニュアル」改訂で，器具は滅
菌が望ましいと表記されたことや京都府歯科医師会
からも強い要望を受けていることを踏まえ，乾熱滅菌
器を5か年計画で全校に導入する。

36,980

2019年の国際博物館会議（ICOM）京都大会の成
果を踏まえ，2020年東京オリンピック・パラリンピック大
会，文化庁の全面的移転に向けて，京都の文化・芸
術振興の推進が必要である。
そのため，文化首都・京都として，市民が博物館・美
術館等を通じて文化・芸術に親しみ，楽しめるような
事業を実施する。
なお，令和2年度予算の減額は，ICOM京都大会終
了に伴う当然減や日常的なコスト削減の徹底による減
である。

605,748

・ スクールバスを１台増車することに伴い，運行業務
委託費を増額する。
・ 外部専門家及びＬＤ等通級指導担当者を指導・支
援する教員を配置する（支援体制の整備）とともに，こ
れまでから行ってきた，通級指導担当教員に対する
研修に加え，新たに育成学級担任等も対象とした研
修を実施する（教員の専門性向上）ことにより，本市の
総合育成支援教育全般の充実を図る。
なお，令和2年度予算の減額は，総合支援学校ス
クールバスの増車・更新を令和元年度に臨時的に
行ったためである。

492,807

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の拡大及びスクー
ルソーシャルワーカーの全中学校区への配置（継
続），並びにSNS等を活用した相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。

事務事業名

京都市青少年科学センター

所管局部課等

Ｒ１予算額

京都市図書館

教育委員会生涯学習部

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

内容及び理由

134,898

プラネタリウムの老朽化に伴い，令和元年12月か
ら，最新の投映機の導入や音響設備・ドームスクリー
ン・座席等の更新工事を行い，令和2年7月にリニュー
アルオープンする。さらに，より一層の来館者増に繋
げるため，記念イベント等を実施し，市民や報道機関
への効果的な周知・ＰＲを図る。

1,510,758 1,569,393

第4次子ども読書活動推進計画に基づき，令和元年
度から開始している京都市図書館による高校生の読
書活動支援の推進の取組校数を現在の1校から2校
に増やすとともに，京都市図書館の職員が高校を訪
問して図書館カードを作成する取組や，ブックリスト
「本のもり（小学校低学年編）」の小学校新１年生への
配布を新たに開始する。

102,297

教育委員会青少年科学センター

Ｒ２予算額

98,064

花背山の家の利用における熱中症の予防等，利用

102,789 者の健康管理のため，全ての宿泊棟（1～6棟）及び
本館棟に空調機を順次設置する。

学校等施設整備費

小・中学校運営費

高等学校運営費

14,049,952

教育委員会総務部教育環境整備室

「学校施設マネジメント行動計画」に定めたメンテナ
ンスサイクルを着実に実現するため，校舎の長寿命
化改修を年間6校実施と倍増し，計画を加速化させ
る。
また，狭隘かつ老朽化の進行が著しい銅駝美術工
芸高校の崇仁地区への移転や，人口減少や少子化
12,919,626
の進行により児童数・生徒数が減少している，西陵中
学校及び小栗栖中学校区における施設一体型小中
一貫教育校の整備を推進する。
なお，令和2年度予算の減は，京北地域小中一貫
校の新校舎建設工事や醒泉小・淳風小統合に係る
施設整備が令和元年度に終わったためである。

4,949,639 4,986,785

教育委員会総務部学校事務支援室

716,724

教育委員会総務部学校事務支援室

9

696,853

新学習指導要領においてＩＣＴ機器の積極的な活用
が求められている。小学校におけるプログラミング教
育の全面実施を令和２年度に控え，今後各校にパソ
コンを充実させるにあたり，ICT環境の充実のため，低
価格機の導入によるコンピュータの増設に向けて，保
守経費を削減させる仕組み，安定的なネットワーク環
境の構築についての検証を行う。
現高校1年生からは「探究」を軸とした「総合的な探
究の時間」を履修しており，新学習指導要領が実施さ
れる令和4年度からは他教科においても探究型学習
を軸とした学習が展開されるなど，探究活動の更なる
充実が求められている。
そのため，生徒が探究するテーマの専門的指導等
を充実するため，最先端の研究に携わる大学院生等
をＴＡ（ティーチング・アシスタント）として各校に派遣
し，先行研究の提示や研究手法・論文指導など，大
学院生等の知を活かした支援を行う。
なお，令和2年度予算の減は，パソコンリースの開始
時期の見直しなど各種事業の効率化による減。

２ 縮小等（２０事業）
（単位：千円）
事務事業名

生ごみ減量推進事業

所管局部課等

Ｒ１予算額

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
推進課

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

京都・和の文化体験の日

文化市民局文化芸術都市推進室文化
芸術企画課

13,507

Ｒ２予算額

内容及び理由

「生ごみ・落ち葉処理機購入助成制度」については

11,500 これまでの申請実績を考慮し，規模を縮小して実施
する。

19,351

5,093

4,500

現在では岡崎の新たな魅力が広く認知されており，
協議会主催の大型イベントに依存することなく，民間
活力等による岡崎地域の賑わいが継続的に創出され
ていることを踏まえ，賑わいづくりのリーディングとして
実施してきた協議会事業の全てを継続的に実施する
必要はないため，目的を達成した事業については負
担金を減額している。
本事業の目標当該年となるため，これまでに制作し
た各分野の入門冊子を編集，英訳した総合的な入門

3,600 冊子を作成することとし，シンポジウム等のショーイン
グイベントは開催しないこととした。

京の「匠」ふれあい事業

20,000

産業観光局商工部伝統産業課

より市民や観光客に向けた普及啓発等に効果的な

18,000 事業となるよう職人派遣の実施期間，派遣先等を精
査する。

松くい虫及びカシノナガキクイムシによる被害の発

森林病害虫被害防止対策事業

産業観光局農林振興室林業振興課

10,500

5,569 生が減少傾向にあるため。

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

7,600

5,100 る減。

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

8,000

1,600

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

26,010

13,732 費の節減。

海外情報発信・収集拠点整備事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

48,600

45,106 廃止。

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

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

53,860

30,418 ピーターの訪問阻害要因等を把握するための調査の

観光便所維持修繕

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

夏季歳末特別生活資金貸付

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

ペレットストーブの導入に係る補助制度の廃止によ

補助金交付制度の見直しにより，縮小するもの。

観光案内標識新規設置数を削減することによる経

一定の役割を終えた，韓国拠点及びドバイ拠点の

京都への来訪経験がない人のニーズ，かつてのリ

完了等に伴う縮小。

262

60,007

220

便所１件を譲渡したことによる経費縮小。

利用者の減少等から，令和元年度をもって貸付事

18,650 業を廃止し，令和２年度からは債権回収業務のみを
実施する。

内職授産事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

1,000

生活保護自立支援事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

229,848

500

補助金の廃止に向けて段階的に減額する。

支援対象者の減少等を踏まえ，生活保護就労支援

211,173 事業を廃止するとともに，キャリアカウンセラーの区役
所配置数を見直す等により事業規模を縮小する。
障害者社会参加促進事業の一部事業について実

障害者社会参加促進事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

140,200

138,982 績を踏まえた精査により見直す。

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

257,604

193,956 強度行動障害者等に対する処遇向上が図られたこと

平成30年度の国の報酬改定において，障害福祉
サービスにおける生活介護の通所サービスにおいて
を踏まえ，単費援護を廃止する。

障害者芸術活性化プロジェクト事業

4,961

保健福祉局障害保健福祉推進室

事業内容を精査し，総合支援学校や障害保健福祉

4,365 施設に対して，芸術活動の専門家を派遣する回数を
見直す。

障害児通園（児童デイサービス等）事業運営補助

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

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業）

都市計画局住宅室住宅政策課

河川管理事務事業費

建設局土木管理部道路河川管理課

28,260

379,119

運営補助の一部を廃止し，法人の自立運営に移行

18,787 させるため，事業を縮小して実施する。

家賃減額補助の対象期間である管理期間が20年と

230,137 なっており，新規での供給を行っていないことから，毎
年，補助の対象戸数が減少するため。

22,274

10

1,703

事業の一部が完了したため。

３ 効率化等（２８３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１４人である。
事務事業名

所管局部課等

（単位：千円）
Ｒ１予算額

Ｒ２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

21,900

20,900 節減

「世界一美しいまち・京都」の推進

環境政策局循環型社会推進部まち美化
推進課

23,673

22,698 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

7,686

7,685 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

12,490

10,888 節減

「DO YOU KYOTO？」推進事業～環境にやさしい
ライフスタイルへの転換～

環境政策局地球温暖化対策室

13,800

13,600 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

3,033

16,246 統合（節減）

水素エネルギー普及促進事業

環境政策局地球温暖化対策室

22,883

0 統合（節減）

エコドライブ推進事業

環境政策局地球温暖化対策室

1,730

1,534 節減

京都環境賞

環境政策局環境企画部環境管理課

1,413

1,304 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

1,273

1,266 節減

生物多様性保全推進事業

環境政策局環境企画部環境管理課

11,242

9,376 節減

環境マネジメントシステム（ＫＹＯＭＳ）の推進

環境政策局環境企画部環境管理課

466

463 節減

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
推進課

6,500

6,400 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

15,951

15,026 節減

紙ごみ削減推進事業

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量
推進課

21,800

21,700 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
2,823,660
推進課
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2,961,457 委託化

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

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

138,822

137,913 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

3,600

3,400 節減

華やぎ支援事業

行財政局サービス事業推進室

16,863

15,960 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

1,152

1,097 節減

庁舎管理費

行財政局総務部庁舎管理課

743,500

736,490 節減

公用車管理

行財政局総務部庁舎管理課

8,207

7,711 節減

職員提案制度

行財政局人事部人事課

334

270 節減

市税徴収収納事務

行財政局税務部税制課 他

332,807

330,911 節減

京都市移住サポートセンター「住むなら京都」
の開設・運営

総合企画局総合政策室

9,015

7,775 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 総合企画局総合政策室
ちづくり推進事業

13,063

13,961 節減

国家戦略としての京都創生の推進，双京構想
総合企画局総合政策室
の推進

32,358

18,512 節減

留学生の就職支援・マッチング事業

総合企画局総合政策室

10,185

10,135 統合（節減）

留学生スタディ京都ネットワーク

総合企画局総合政策室

16,198

19,198 統合（節減）

「京（みやこ）グローバル大学」促進事業

総合企画局総合政策室

15,000

12,000 節減

京都企業と連携した次代の京都を担う人財（担
総合企画局総合政策室
い手）の育成事業

5,093

4,093 節減

全国から京都へ！留学生の戦略的誘致事業

5,000

総合企画局総合政策室

12

0 統合（節減）

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

自治記念式典

総合企画局市長公室

11,347

10,957 節減

クロスメディア広報事業

総合企画局市長公室

31,308

0 統合（節減）

戦略的広域シティPR事業

総合企画局市長公室

24,870

0 統合（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

5,600

2,100 統合（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

6,730

15,599 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

3,074

3,011 節減

文化庁の京都移転の推進

総合企画局文化庁移転推進室

8,000

7,000 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

129,689

129,487 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

2,098

2,037 節減

芸術活動支援

文化市民局文化芸術都市推進室文化
芸術企画課

71,522

71,517 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

16,013

15,526 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

7,070

6,730 節減

京都遺産の魅力探訪事業

文化市民局文化芸術都市推進室文化
財保護課

4,545

3,500 統合（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

4,040

0 統合（節減）

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

16,839

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

1,535
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11,348 その他

705 節減

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

きょうと男女共同参画推進プランの推進

文化市民局共生社会推進室（男女）

9,103

ＤＶ対策事業

文化市民局共生社会推進室（男女）

50,576

52,520 歳入確保

「真のワーク・ライフ・バランス」推進事業

文化市民局共生社会推進室 男女共同
参画推進担当

15,199

13,905 節減

労働学校運営

文化市民局共生社会推進室（男女）

21,118

20,618 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

20,259

20,207 節減

夜間校庭開放事業

文化市民局市民スポーツ振興室

18,342

17,372 節減

体育振興会事業助成

文化市民局市民スポーツ振興室

18,644

18,597 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

4,532

4,492 節減

京都マラソン

文化市民局市民スポーツ振興室

158,000

152,000 その他

市民啓発事業（人権）

文化市民局共生社会推進室（人権）

35,431

33,182 節減

地域改善対策奨学金等返還事務

文化市民局共生社会推進室（人権）

13,097

7,849 節減

企業内人権啓発

文化市民局共生社会推進室（人権）

3,686

3,236 節減

市政協力委員経費

文化市民局地域自治推進室

143,850

143,350 節減

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

21,770

16,972 節減

ＮＰＯ・市民活動支援事業

文化市民局地域自治推進室

3,434

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

文化市民局地域自治推進室

36,920

14

4,493 節減

4,418 統合（節減）

37,087 節減

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

16,864

Ｒ２予算額

見直しの内容

15,830 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

京都市美術館

文化市民局美術館

232,956 1,293,642 歳入確保

京都市動物園

文化市民局動物園

304,107

岡崎公園

文化市民局文化芸術都市推進室文化
芸術企画課

戸籍事務

文化市民局地域自治推進室

153,419

187,844 節減

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

229,358

187,961 節減

住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人
文化市民局地域自治推進室
認証の運用

53,785

58,284 節減

印鑑登録事務

文化市民局地域自治推進室

10,600

10,080 節減

証明書発行コーナー

文化市民局地域自治推進室

26,906

25,971 統合（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

2,114

マイナンバー法対応事務

文化市民局地域自治推進室

証明書のコンビニ交付の推進

文化市民局地域自治推進室

38,775

27,663 節減

京都経済センターオープンイノベーションの推進

産業観光局産業企画室

23,800

22,798 節減

小売商団体助成

産業観光局商工部商業振興課

2,900

2,400 節減

京の商人（あきんど）育成塾

産業観光局商工部商業振興課

6,100

5,600 節減

販路開拓，産地商品宣伝

産業観光局商工部伝統産業課

24,500

26,242 節減
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7,415

301,372 節減

7,180 歳入確保

2,103 節減

637,641 1,982,172 節減

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

技術功労者顕彰制度

産業観光局商工部伝統産業課

6,900

5,710 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

30,800

29,040 節減

京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度

産業観光局商工部伝統産業課

2,200

1,970 節減

伝福連携担い手育成支援事業

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

2,500

1,276 節減

「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業

産業観光局商工部伝統産業課

29,000

22,220 節減

園芸振興

産業観光局農林振興室農林企画課

10,600

9,749 節減

畜産振興

産業観光局農林振興室農林企画課

100

90 節減

水産増殖

産業観光局農林振興室農林企画課

9,100

京都京北未来かがやきビジョンの推進～京都“悠
産業観光局農林振興室林業振興課
久の灯”プロジェクトの推進

410

370 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～

9,500

5,000 節減

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

13,240

12,500 節減

大規模集約型林業モデル事業

産業観光局農林振興室林業振興課

15,000

10,000 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

26,500

24,500 節減

観光事業者共同事業

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

12,620

6,520 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

6,700

5,360 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

2,500

2,294 節減

16

9,100 歳入確保

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

500

250 節減

京都市認定通訳ガイド（京都市・宇治市・大津市地
産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室
域通訳案内士）の育成・活躍支援

28,400

27,600 節減

京都和食文化推進会議運営

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

1,020

935 節減

隠れた名所の活用等による観光地分散化

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室

20,000

10,000 節減

京都中小企業担い手確保・定着支援事業

産業観光局商工部地域企業振興課

64,300

54,300 その他

京都高度技術研究所運営事業

産業観光局新産業振興室

152,891

152,123 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

12,000

10,800 節減

未来創造型企業支援プロジェクト

産業観光局新産業振興室

15,700

14,700 節減

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

23,400

23,000 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

47,500

45,000 節減

京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事
産業観光局新産業振興室
業

12,300

11,300 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

22,200

22,000 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

27,200

22,500 節減

地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推
進事業

産業観光局新産業振興室

7,200

7,000 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

104,400

102,455 節減

京都大学国際科学イノベーション拠点における産
学公連携支援拠点事業

産業観光局新産業振興室

9,800

9,500 節減

京都どこでもインターネット

17

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

中小企業海外展開支援事業

産業観光局新産業振興室

19,100

14,000 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

13,300

13,000 節減

次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業

産業観光局新産業振興室

10,100

9,300 節減

局情報提供事業

産業観光局産業企画室

3,400

3,224 節減

農業振興センター運営

産業観光局農林振興室農林企画課

28,106

28,080 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林企画課

1,478

1,468 節減

森林整備地域活動支援交付金

産業観光局農林振興室林業振興課

4,800

762 節減

地域における見守り活動促進事業

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務
課

6,447

5,872 節減

不良な生活環境を解消するための支援及び措置
事業

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務
課

5,000

4,428 節減

戦没者追悼式

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

2,552

2,402 節減

生活保護適正化推進事業

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

59,600

58,014 節減

水洗便所設置助成金

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

1,032

262 節減

重度障害老人健康管理費助成

保健福祉局生活福祉部保険年金課

後期高齢者歯科健康診査

保健福祉局生活福祉部保険年金課

老人医療費支給事業

介護相談員派遣事業

1,383,422 1,278,959 その他

4,303

3,700 節減

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

627,697

333,488 節減

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

1,992

1,826 節減

18

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

介護保険制度市民周知

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

7,022

介護支援専門員支援事業（住宅改修支援）

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

700

450 その他

民間社会福祉施設単費援護（老人）

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

121,869

38,775 その他

特別日用品費支給

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

18,000

15,830 その他

短期入所生活介護緊急利用者援護事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

2,252

1,610 節減

日常生活用具給付等事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

9,254

8,980 その他

家族介護用品給付事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

155,454

144,096 その他

緊急通報システム事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

97,361

92,551 節減

配食サービス事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

94,834

91,678 節減

配食サービス事業（60～64歳）

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

1,275

624 節減

高齢者支え合い担い手づくり事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

8,751

8,145 統合（節減）

京都市社会福祉大会

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

2,754

1,772 節減

高齢者あんしんお出かけサービス～小型ＧＰＳ端
末機の貸出～

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

3,072

2,833 節減

福祉のまちづくり体制整備事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

3,600

3,453 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

658

568 節減

健康長寿・笑顔のまち・京都推進プランの推進事
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

967

483 節減

19

5,816 節減

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

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

4,007

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

508,517

486,191 その他

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

81,452

71,166 節減

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

13,901

12,541 節減

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

18,662

16,598 節減

お口の健康サポート事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

7,565

医師会・歯科医師会健康づくり事業補助金

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

17,103

17,096 節減

健康長寿のまち・京都推進プロジェクト

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

32,998

31,742 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

1,000

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

76,730

76,105 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

516,102

505,963 節減

健康すこやか学級

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

109,822

110,130 節減

健康長寿サロン設置等支援事業

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室健康長寿企画課

28,900

12,477 統合（節減）

障害者スポーツ振興事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

37,598

36,937 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

23,132

22,714 節減

外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

14,921

12,476 その他
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3,382 節減

7,449 歳入確保

340 その他

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

障害者権利擁護推進事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

53,516

50,696 その他

障害者相談員設置

保健福祉局障害保健福祉推進室

6,935

6,639 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）

25,276

21,899 節減

重度障害者タクシー料金助成事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

172,257

165,420 節減

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

2,942

2,723 その他

介護従業者研修

保健福祉局障害保健福祉推進室

1,296

518 節減

障害児者ホームヘルプサービス（家庭奉仕員）

保健福祉局障害保健福祉推進室

5,004

3,350 節減

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

1,192

1,038 節減

精神科病院実地指導・実地審査

保健福祉局障害保健福祉推進室

202

200 節減

地域活動支援センター等運営助成（精神）

保健福祉局障害保健福祉推進室

3,285

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

443,992

439,111 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

49,086

48,095 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

28,180

26,474 節減

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

18,521

16,184 節減

こころのサポート地域活動助成事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

17,703

17,064 その他

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

5,089

3,934 その他
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1,738 その他

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

障害者虐待防止対策事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

833

731 節減

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

6,324

4,706 節減

在宅心身障害児(者)療育支援事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

13,643

12,701 節減

重度心身障害者医療費支給事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

難病対策総合推進事業

保健福祉局障害保健福祉推進室

4,388

4,110 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

398

169 節減

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

520

206 その他

性感染症対策

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

13,654

11,603 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

31,805

29,081 節減

結核定期健診

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

49,601

47,791 節減

風しん予防接種（任意接種）

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

18,643

17,640 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

23,911

21,729 節減

風しん抗体検査

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

14,221

13,711 節減

食鳥検査

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

14,988

14,790 節減

家庭用品衛生対策

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

2,019

2,018 節減

骨髄移植等の医療行為により抗体を失った者に係 保健福祉局医療衛生推進室健康安全
る再接種費用助成
課

687

422 節減
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2,365,132 2,337,536 節減

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

診療所等運営

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

15,302

14,236 節減

そ族昆虫駆除対策

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

13,542

9,066 節減

飲料水衛生管理指導

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

3,166

2,724 節減

鉱泉源保護設備補修等補助金交付事業

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

2,001

2,000 節減

建築物衛生（ビル衛生管理）

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

1,684

1,650 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

2,538

2,259 節減

狂犬病予防

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課

23,703

23,276 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

127,281

101,750 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

159,081

158,651 節減

衛生環境研究所運営

保健福祉局衛生環境研究所

120,029

111,207 統合（節減）

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

104,699

100,107 節減

災害見舞金，災害弔慰金支給

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務
課

3,000

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

101,999

92,419 節減

医療扶助事務費

保健福祉局生活福祉部生活福祉課

38,612

38,574 節減

賦課・徴収事務（国保会計）

保健福祉局生活福祉部保険年金課

272,603

255,425 節減

医療費適正化対策（国保会計）

保健福祉局生活福祉部保険年金課

238,397

200,069 節減
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2,000 その他

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

後期高齢者医療事務費（後期高齢会計）

保健福祉局生活福祉部保険年金課

346,181

343,273 節減

介護保険資格賦課収納事務

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

186,474

183,863 節減

老人福祉法施行事務費

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進
室介護ケア推進課

3,366

3,065 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

2,202

1,938 節減

身体障害者手帳交付事業

保健福祉局地域リハビリテーション推進
センター

1,889

1,885 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

5,674

2,507 節減

生活衛生関連職員研修

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

664

562 節減

定期予防接種（風しん対策）

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

73,700

52,214 節減

風しん抗体検査（充実分）

保健福祉局医療衛生推進室健康安全
課

274,500

182,958 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

40,620

39,804 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

2,658

2,504 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

1,229

1,170 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

583

520 節減

精神障害者保健福祉対策〔手帳の交付〕

保健福祉局こころの健康増進センター

1,847

1,614 節減

子どもを共に育む京都市民憲章の推進

子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進
室

6,336

6,031 節減

子ども・若者総合支援事業

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

41,643
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21,760 統合（節減）

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

青少年の市政参加の促進

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

児童の健全育成及び放課後留守家庭児童対策

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
3,961,619
育成推進課

地域子育て支援ステーション

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

38,822

38,412 節減

～地域で支える～すくすく子育て応援事業

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

2,163

1,756 節減

子育て支援情報発信事業

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

815

800 節減

育児支援家庭訪問事業

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

78,887

13,775 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

285,387

237,033 その他

学童う歯対策事業

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

351,390

359,471 委託化

児童福祉施設等援護費

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

146,767

111,487 その他

親子すこやか発達教室

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

3,580

2,314 その他

保育料徴収対策

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

42,664

42,321 節減

公営保育所運営

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

332,332

332,547 その他

公営保育所時間外保育事業

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

43,579

37,310 その他

公営保育所地域子育て支援事業

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

22,961

20,867 その他

児童館情報提供ネットワークシステム保守

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

3,971

3,960 節減

子ども若者育成推進事務

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
育成推進課

11,879

8,792 節減
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764

661 節減

4,186,172 その他

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

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

110,614

109,940 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

29,072

21,840 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

276

240 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

建築協定支援事業

119,717

110,341 その他

都市計画局建築指導部建築指導課

11,000

10,000 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

21,929

14,435 節減

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

1,000

810 節減

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

600,594

502,074 節減

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

238,834

185,768 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

130,707

109,541 節減

建築許可・確認等事務

都市計画局建築指導部建築指導課，建
築審査課

41,850

35,343 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

300

290 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

243,000

233,000 節減

4,010

3,957 節減

ICTを活用した市民協働による公共土木施設の維
建設局土木管理部土木管理課
持管理

自転車駐輪環境の「みえる化」

建設局自転車政策推進室

道路管理システム

建設局土木管理部道路河川管理課
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254,563

250,864 その他

78,208

78,104 節減

事務事業名

所管局部課等

【上京区】区民提案型支援事業

上京区役所地域力推進室

5,825

5,250 節減

【中京区】区民提案型支援事業

中京区役所地域力推進室

6,531

5,557 統合（節減）

【東山区】区民提案型支援事業

東山区役所地域力推進室

7,210

6,540 節減

【山科区】区民提案型支援事業

山科区役所地域力推進室

10,263

8,276 節減

【下京区】区民提案型支援事業

下京区役所地域力推進室

8,295

7,355 節減

【南区】区民提案型支援事業

南区役所地域力推進室

4,940

4,440 節減

【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

7,800 節減

【西京区・洛西支所】区民提案型支援事業

西京区役所・洛西支所地域力推進室

8,590

8,440 統合（節減）

名簿調製

選挙管理委員会事務局選挙課

1,764

1,763 節減

文化財防火対策

消防局予防部予防課

4,500

4,200 節減

私立学校等助成

教育委員会総務部総務課

63,053

62,574 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

26,741

25,912 節減

体力向上推進

教育委員会体育健康教育室

17,424

16,532 節減

中学・高校競技力向上

教育委員会体育健康教育室

52,067

49,220 節減

女性研修

教育委員会生涯学習部

17,411

15,652 節減

教職員の資質向上

京都市総合教育センター研修課

125,161

132,285 節減
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Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

事務事業名

所管局部課等

Ｒ１予算額

Ｒ２予算額

見直しの内容

15,349

15,284 節減

2,740

2,675 節減

教育委員会総合教育センター教員養成
支援室

26,229

22,957 節減

教育委員会指導部生徒指導課

30,207

29,559 節減

56,575

57,732 節減

不登校対策

教育委員会指導部生徒指導課

家庭教育・子育て支援の充実

教育委員会生涯学習部

「学生ボランティア」学校サポート事業

京都市野外教育センター奥志摩みさきの家

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）

教育委員会生涯学習部

328,346

333,488 歳入確保

京都市生涯学習総合センター山科（アスニー山科） 教育委員会生涯学習部

105,807

102,435 節減

京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）

京都市学校歴史博物館

教育委員会学校歴史博物館

27,632

19,400 節減

京都まなびの街生き方探究館

京都まなびの街生き方探究館企画推進
室

30,357

19,248 節減

事務局運営費

教育委員会総務部総務課

幼稚園運営費

教育委員会総務部学校事務支援室
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1,251,686 1,187,315 節減

90,853

84,560 節減

