平成２４年度予算要望に対する回答

（民主・都みらい京都市会議員団）
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Ⅱ 政策制度要望
１．政策評価制度 と事務事業評価制度の 連動による政策
推進
政策評価制度 ならびに事務事業評価 制度について，
その 評価シス テムの連動性 を高める ことにより， 市民
にわ かりやす い市政を推進 するとと もに，費用対 効果
を重要な指標に据えて事務事業の実施に努めること。

ＮＯ．

回

１

答

○

政策評価制度においては，平成２３年度から，「はばたけ未来へ ！ 京プラン
（京都市基本計画）」に基づき，評価の対象を同計画に掲げる政策と施策の分類に
合わせて体系化しています。また，客観指標についても，政策・施策・事務事業の
それぞれの段階に応じた目標を明らかにするよう，抜本的な見直しを行い，目標の
達成状況を適切に測る指標の設定に努めています。

○

事務事業評価制度においては，事務事業の実施に要した経費を点検，分析し，そ
の効率性を評価する「効率性評価」を実施しており，評価の精度を高めながら，最
小の経費で最大の効果を発揮できるよう，効率的な事業執行に努めています。

○

今後も，政策・施策・事務事業のつながりとそれぞれの評価の仕組みが，市民に
とって分かりやすいものとなるよう，評価システムの連携を図ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・政策評価の実施
・事務事業評価制度の運用

２，１５２千円
２，０００千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要
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内
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２．地球温暖化対策の取組
東日本大震災 以前に策定された本市 の地球温暖化対
策計 画は，原 発稼働率の向 上を見込 んだものであ るた
めに 見直しの 必要性に迫ら れている 。そこで，再 生可
能エ ネルギー の導入と省エ ネ推進の 二本柱を組み 込ん
で見直すとともに，新計画の徹底した進捗管理を行
い， 条例の目 標達成のため に着実な 実績を積み重 ねて
いくこと。

ＮＯ．

回

２

答

○

平成２３年３月に策定した「京都市地球温暖化対策計画＜２０１１～２０２０
＞」において，再生可能エネルギーの導入等を進める「エネルギー創出・地域循環
のまち」，家庭における省エネを進める「環境にやさしいライフスタイル」，企業
の省エネを進める「環境にやさしい経済活動」の実現を目指し，取組を進めており
ます。

○

今後は，計画に掲げた取組を着実に推進しつつ，国のエネルギー政策の見直しの
動向を見極め，必要な見直しを検討するとともに，再生可能エネルギーの普及促進
を目的としたメガソーラー発電所の誘致など，新たな施策にも積極果敢に取り組
み，条例に掲げた目標の達成を目指してまいります。

（平成２４年度予算額）
・地球温暖化対策条例推進事業
１０，７６５千円
・次世代環境配慮型住宅エネルギーネットワーク実証事業
５，０００千円【新規】
・市民協働発電制度の創設
５，８００千円【新規】
・「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット」を活用した地域や中小事業者の温室効
果ガス排出量削減促進事業
１９，５２５千円
・事業者排出量削減計画制度の推進
７，７００千円
・低炭素のモデル地区「エコ学区」事業
２９，３００千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年 ３月 「京都市地球温暖化対策計画＜２０１１～２０２０＞」の策定
４月 「京都市地球温暖化対策条例の全部を改正する条例」の施行

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３．災害対策
３月１１日の東日本大震災は甚大な被害をもたら
し， その教訓 を得て，本市 でも防災 対策の総点検 作業
が進 んでいる 。断層の多い 本市では ，自助・共助 ・公
助の 考えを基 本に，この間 ，消防局 ならびに消防 団の
強化 ，自主防 災会の育成な どに取り 組んできたが ，さ
らに 「地域の 絆」を強めつ つ，避難 所や備蓄物資 の確
保， 他都市と の連携等で災 害に強い まちづくりに 努め
るこ と。また ，府と連携し て，原発 事故を想定し た避
難対 策や健康 対策など，原 子力防災 対策を確立す るこ
と。 合わせて ，被災地支援 に本市も 市民とともに 全力
で取 り組んで きたが，復興 のために は息の長い継 続的
な支 援が重要 である。被災 地への継 続的な支援は もと
より ，本市に 避難されてい る被災者 への支援を継 続す
ること。

ＮＯ．

回

３

答

○

避難所の確保については，今後も各施設管理者等に理解を求めながら，避難所の
指定拡充に努めてまいります。また，災害用備蓄物資については，東日本大震災で
の課題を踏まえ，分散備蓄や拠点備蓄など保管場所の在り方，避難所等において必
要となる物資等も含め検討し，より効率的な備蓄体制の充実に取り組んでまいりま
す。さらに，他都市と連携するなど，広域連携を含めた防災対策の推進についても
取り組んでまいります。

○

原子力防災対策については，平成２３年度中に本市独自に緊急的に取り組むべき
事項を取りまとめた「原子力発電所事故対応暫定計画」を策定するとともに，平成
２４年度以降，国において見直しが予定されている防災指針等の改正状況を見据え
ながら，京都市防災会議の下に原子力の専門部会を新たに設置し，若狭湾周辺の原
発事故を想定した京都市地域防災計画（原子力災害対策編）を策定してまいりま
す。

○

被災地支援については，東日本大震災の発生後直ちに「京都市東北地方太平洋沖
地震緊急支援対策本部（現東日本大震災対策本部）」を設置し，被災市町村や国等
からの要請に基づき，食料や水，毛布等の支援を行うとともに，職員等による積極
的な現地での支援を行ってまいりました。今後も復興に向けて，被災地からの要請
に基づき，中長期的な職員の派遣などの支援を継続的に行ってまいります。

○

東日本大震災等により本市に避難して来られた被災者に対しては，被災者の実態
に応じて住居の提供や生活，福祉等に関するきめ細かな情報提供や相談体制の整備
を図ってまいりました。今後とも被災者の立場に立った支援を実施してまいりま
す。

（平成２４年度予算額）
・京都市地域防災計画の改定
・大規模災害用備蓄物資等の整備

３５，０００千円【新規】
９１，３００千円【充実】

平成２４年度予算要望に対する回答
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４．入札制度の改善
公共事業にお いて，予定価格を下回 るダンピング入
札が 行われる など，企業も 下請け業 者も経営につ いて
大き な課題に 直面し，同時 に労働条 件も過酷なも のに
なってきている。地元企業の育成を優先するととも
に， 公正労働 や環境，福利 厚生，男 女共同参画な ど社
会的 価値が入 札において加 点される ように総合評 価制
度を 見直すこ と。また，労 働者が安 心して生活で きる
労働 条件の環 境整備の実現 に向けて 「公契約条例 」を
制定すること。

ＮＯ．

回

４

答

○

本市の公共事業については，法令上の制約のある政府調達協定の対象となる案件
や特別な技術力を要する案件を除き，「京都市域に本店があること」を条件とし
て，市内中小事業者へ発注しています。その結果，市内中小事業者との契約件数
は，８割を超える高い比率を維持しています。
その他，公共工事の発注に当たっては，できる限り分離発注を行うことはもとよ
り，工事の規模や内容に照らし，一定以上の技術力等が必要と考えられるものにつ
いても，共同企業体方式を極力活用することにより，市内中小事業者の技術力の向
上や経営基盤の強化を図り，競争力のある地元事業者の育成に努めています。
市内業者下請参入の促進については，平成１６年に「京都市契約事務規則の施行
に関する要綱」を策定し，公共工事の受注者に対して，下請及び資材の購入などに
市内中小事業者を選任するよう協力を求めています。
こうした取組に加えて，平成２３年６月からは市内中小事業者の下請参入の拡大
を図るため，「下請負契約等の通知書」において，新たに下請負人選定の理由につ
いて報告を求めるとともに，市外事業者を下請負人に選定した元請事業者に対して
は，新たに市外事業者選定理由書の提出を求めることといたしました。この結果，
下請事業者総数に占める市内中小事業者の割合は８割に近い結果となっています。
今後も引き続き市内中小事業者への優先発注など受注拡大の取組を進めてまいり
ます。

○

価格のみならず，施工方法や施工実績等を総合的に判断し，落札者を決定する総
合評価方式入札においては，市内業者の下請への選定や市内産木材の調達などを評
価項目に加えるなどの取組を進めてまいりましたが，今後も，これらの社会的貢献
等を評価する項目の拡大について，引き続き検討を進めてまいります。

（次ページに続く）
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ＮＯ．

回
○

４

答

賃金等の労働条件については，労働基準法等の定めに反するものは別として，公
の契約，民間の契約を問わず，労使当事者間で自主的に取り決めるものとされてい
ます。しかしその一方で，本市の公共事業を受注する事業者において，賃金をはじ
めとする適正な労働条件が確保されることは大変重要な課題であります。このた
め，入札制度の改革等にとどまらず，市内中小事業者の受注機会の拡大，公契約に
従事する労働者の適正な労働条件の確保，環境保全など，本市の政策課題を実現す
るための共通の指標となるべき，総合的な新たな条例の必要性を認識しています。
公契約条例については，適用範囲や実効性の担保，零細事業者への影響等，実現
に向けての課題もありますが，今後，先行する他都市の事例等も参考にしつつ，総
合的な見地から，本市政策の実現に資するよう，しっかりと議論を重ね，条例の制
定に向けて，検討を深めてまいります。

（経過・これまでの取組等）
＜ダンピング受注防止のための制度改正＞（平成２０年度以降）
平成２１年２月 最低制限価格制度の適用範囲の拡大等
（予定価格１，０００万円以下→５，０００万円以下）
平成２１年６月 低入札で契約した場合の入札参加制限の導入等
平成２２年６月 低入札価格調査を経て契約を締結した場合の対応の強化
前払金の引下げ
４割→２割
契約保証金の引上げ １割→３割
測量及び地上物件調査業務委託における最低制限価格制度の導
入等
平成２４年１月，６月（予定）
最低制限価格制度の適用範囲の拡大等

平成２４年度予算要望に対する回答

要
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５．課税自主権の強化
本市の自立し た財政基盤を確立する ためには，歳出
の削 減ととも に歳入の確保 について も重要である こと
から ，府とと もに検討を進 めている 森林環境税に つい
ては 早期に結 論を出すこと 。また， 宿泊税やロー ドプ
ライ シング等 の受益者負担 となる課 税の活用も検 討す
ること。

ＮＯ．

回

５

答

○

森林の公益的機能の増進，古都三山の自然景観の保全，街中の緑の創出という３
つの観点から，森林整備や都市緑化の取組を積極的に進めていく必要があると考え
ており，その財源の在り方について，「森林環境税」も含め幅広く検討を進めてお
ります。
「森林環境税」については，これまで，本市と同様に導入を検討している京都府
とも府市が推進すべき施策の内容及び経費について必要な協議を行ってきており，
今後も引き続き検討を進めてまいります。

○

観光客受入体制整備等については，平成２２年３月に策定した「未来・京都観光
振興計画２０１０ ＋５ 」において，「新たな財源の確保について検討する」こととし
ておりますが，受益者負担として観光客に宿泊税といった負担を求めることについ
ては，慎重に検討する必要があると考えております。

○

ロードプライシングについては，「歩くまち・京都」総合交通戦略において，自
動車交通の効率化と適正化を図るための１つの手法として位置付けており，今後，
海外の都市において，都心部への自動車流入の抑制のために導入されている実例も
踏まえて，導入の可能性について研究をしてまいります。

○

今後も，厳しい財政状況の中，本市に必要な施策を進めていくための財源確保策
の在り方について，課税自主権の活用等を含め幅広く検討してまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内
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６．産業振興による雇用の創出
大変厳しい経 済情勢の中で，以下の ように多様な産
業の 振興を図 り，雇用を創 出するこ と。コンテン ツ産
業等 の新産業 については未 来のクリ エイターが活 躍で
きる 機会の創 出をはかるこ と。伝統 産業について は他
産業 との連携 によって市場 に注目さ れる新たな商 品開
発が 推進され るよう支援す ること。 地域課題の解 決の
ため に期待さ れるソーシャ ルビジネ スについては 早期
に基 盤をつく ること。また ，ものづ くり京都の根 幹を
支え る中小企 業振興のため の市の役 割や責任を明 記し
た「中小企業振興条例」（仮称）を策定すること。

ＮＯ．

回

６

答

○

雇用情勢については，改善傾向にあるものの，依然として厳しい状況にありま
す。引き続き，既存産業の振興支援にとどまらず，新産業の創出や産業間の連携等
への支援を通じて，新たな需要を生み出し，雇用創出を図ってまいります。

○

コンテンツ産業の振興に当たっては，平成２４年度から，京都国際マンガミュー
ジアムを拠点に，コンテンツ系大学とも連携し，未来のクリエイターが互いに刺激
を与え合う様々な機会を提供するとともに，未来のクリエイターとコンテンツ系企
業がマッチングできる機会の創出を目指します。

○

伝統産業の振興に向けては，京都が有する伝統技術と先端技術を融合し，新たな
「京都ブランド」の創出とイノベーションを支える人材の育成を行う知恵産業融合
センター推進事業等に取り組むほか，地域の特性や強みを生かし，各関係機関や団
体等の協力を得ながら，伝統産業と他産業の融合による新たなものづくりに努めて
まいります。

○

ソーシャルビジネスについては，認知度の向上を図るためのフォーラムや人材を
育成する講座の開催などに取り組んでおり，引き続き，ソーシャルビジネスが起
業，成長できる基盤の構築に努めてまいります。

○

国の中小企業政策の基本理念として閣議決定された「中小企業憲章」の内容を十
分に踏まえ，本市における産業振興の方向性と重点戦略等を示した「京都市新価値
創造ビジョン」を平成２３年３月に策定いたしました。今後とも，国，京都府，経
済団体，産業支援機関等との連携の下，中小企業の声を広く聴き，ビジョンに掲げ
た取組を推進するとともに，「中小企業振興条例」（仮称）の制定については，引
き続き，他都市の状況及び条例の成果等について調査・研究してまいります。
（次ページに続く）
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ＮＯ．

回
（平成２４年度予算額）
・コンテンツ産業推進事業
・知恵産業融合センター推進事業
・知恵産業創造支援事業
・ソーシャルビジネス支援事業

答

３９，０００千円【充実】
３０，０００千円
３０，０００千円【新規】
４，４００千円

６

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

７．新景観政策の進化
本市の土地を 有効利用し活気あるま ちづくりを実現
するために，地区ごとに制限等を細かく定め直すな
ど， 景観条例 を進化させる こと。ま た，本市の景 観課
題の 解決のた めには，隣接 する自治 体にも景観条 例の
趣旨 を理解し ていただき， 法的整備 も含めた協力 を求
めて いく必要 がある。近隣 自治体へ の協力を得る ため
にも ，まずは 市内の景観政 策につい て更に市民評 価が
高ま るよう， 取り締まるべ きものに ついての対応 の強
化を図ること。

ＮＯ．

回

７

答

○

本市の景観政策の実施状況や評価などを市民にわかりやすく伝えるものとして
「京都市景観白書」を発行しました。今後，毎年，白書に掲載したデータ等を更新
しながら，これらを題材に，市民的議論を行い，景観政策の進化につなげてまいり
ます。

○

京都府において，府内の景観行政団体の連携を図るための連絡会議が設置されて
おり，本市もこれに参加し，本市の景観政策の実施状況等を説明しています。今後
も，隣接する自治体との連携を図っていくための取組を行ってまいります。

○

建築物については，引き続き，地域の景観特性に応じたきめ細かな規制・誘導に
取り組んでまいります。また，屋外広告物については，屋外広告物モデル地域，チ
ェーン店，主要交差点等において引き続き取締りを行っていくことに加え，市内全
域で表示が禁止されている屋上屋外広告物を中心に，重点地域以外でも指導を強化
し，行政代執行も辞さない毅然とした姿勢で取り組んでまいります。

（平成２４年度予算額）
・景観形成推進事業
７，０００千円【充実】
・優良屋外広告物誘導事業
１４，８００千円
・屋外広告物簡易除却事業
４，６００千円
・市民共汗サポーターによる違反広告物簡易除却事業 ２，０６０千円
・屋外広告物適正化推進事業
８，２００千円【新規】
（経過・これまでの取組等）
平成２２年１０月１３日 平成２２年度京都府景観行政団体連絡会議
平成２３年 ３月
「京都市景観白書」の発行
４月
景観政策の進化の実施
８月２５日 平成２３年度京都府景観行政団体連絡会議

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

８．文化首都・京都の推進
本市には，日 本・世界の「文化首都 ・京都」として
有形 無形の多 数の尊い文化 を守り育 んでいく責務 があ
る。 まずはそ の市民意識を 高めるた め，市民が身 近で
様々な文化に親しむ機会を充実させるとともに，文
化・ 芸術活動 がさらに発展 するよう 支援すること 。ま
た日 本随一の 文化首都とし て世界に その魅力を発 信す
るこ とは，本 市にとどまら ず国家の 利益に繋がる 。そ
の国 家プロジ ェクトの拠点 として， 文化首都の象 徴と
も言える「文化庁」の誘致を強力に推進すること。

ＮＯ．

回

８

答

○

本市では，「はばたけ未来へ ！ 京プラン（京都市基本計画）」において世界的
な文化芸術都市として創生することを目指しており，その分野別計画「京都文化芸
術都市創生計画」に基づき，京都文化祭典の開催など，市民が文化芸術に親しむこ
とができるようにするための施策に引き続き取り組んでまいります。
また，文化芸術活動がさらに発展するよう「若手芸術家等の居住・制作・発表の
場づくり」事業を新たに実施してまいります。

○

文化庁の誘致については，まずは，「文化庁関西元気文化圏推進・連携支援室」
（以下「支援室」という。）を継承し，機能を充実強化した文化庁分室の京都市へ
の設置を要望しております。支援室が，平成２３年度末に当面の設置期間とされて
いる５年が経過するため，国に対し要望を重ねた結果，支援室は継続されることと
なりました。今後とも，京都の歴史的・文化的資源を生かした事業展開を図るな
ど，更なる機能の充実を要望してまいります。

（平成２４年度予算額）
・京都文化祭典
・「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり」事業

６０，８２８千円
１５，０００千円

（経過・これまでの取組等）
・平成１６年度～ 京都文化祭典開催
※平成２３年度は国民文化祭開催のため，一部事業を除き休止
・平成１９年１月 関西元気文化圏推進・連携支援室（京都国立博物館内）設置
・平成２１年６月 国に対して文化庁分室の設置を要望（以降，毎年度要望）
・平成２３年１月 関西４都市市長会議で，４都市共同で「文化庁分室の京都市へ
の設置に関する共同要望」を行うことを決定し国に提出

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

９．リニア中央新幹線の京都乗り入れの実現
リニア中央新 幹線の京都乗り入れは ，本市の将来に
わた る発展や 国の観光戦略 において も不可欠の要 素で
ある 。そこで ，関係機関と 連携し， 国や事業者へ の働
きかけに十分役割を果たすこと。

ＮＯ．

回

９

答

○

京都を通らないルートでリニア中央新幹線という新たな国土軸が形成されること
は，京都だけでなく，観光立国を目指す我が国にとって計り知れない損失をもたら
すとの認識の下，これまでから，本市，京都府，京都市会，京都府議会，経済団体
等で構成する「京都府中央リニアエクスプレス推進協議会」において，国やＪＲ東
海に要望を行ってまいりました。

○

今後，平成２４年１月に取りまとめられた「明日の京都の高速鉄道検討委員会」
の提言を踏まえ，「京都府中央リニアエクスプレス推進協議会」を中心に，国やＪ
Ｒ東海に対して，「京都駅ルート」の実現のため，オール京都体制(市民への広報
活動も含む。)で積極的に要望活動を展開してまいります。

（平成２４年度予算額）
・リニア中央新幹線の誘致促進

１，０００千円【新規】

（経過・これまでの取組等）
平成 ２年 １月 京都府中央リニアエクスプレス推進協議会の設置
平成２１年１１月 「京都ルート」実現に関する提案書の提出
平成２２年 ７月 「明日の京都の高速鉄道検討委員会」の設置（計７回開催）
平成２３年 ５月 国に対し，リニア中央新幹線の「京都ルート」実現について要
望
平成２４年 ２月 「明日の京都の高速鉄道検討委員会」からの提言の提出

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１０．らくなん進都のまちづくり
らくなん進都 は本市に残された数少 ない開発用地で
ある 。早急に 地区内の状況 を精査し 終え，その地 区の
利点 を活かす ことができる ように， 敷地面積３， ００
０㎡ 以上には ボーナス制度 を設ける など，誘導施 策を
改善 すること 。交通アクセ スについ ては将来構想 をし
っか り検討し ，段階的な取 組を交通 局を含め研究 し，
実施していくこと。

ＮＯ．

回

１０

答

○

らくなん進都においては，都市機能の集積を誘導する施策として，１，０００㎡
以上の優良な建築計画について，容積率を割増しする優遇策を実施しているところ
であり，平成２４年度には，企業立地に協力する土地所有者への奨励金交付制度を
拡充するなど，引き続き土地利用転換を促進するための取組を行ってまいります。
また，地区内の土地所有者調査を行うとともに，大規模な土地を持つ所有者に対し
て面談を行い土地利用転換を促しているところであり，今後も引き続き，働き掛け
を行ってまいります。

○

公共交通の充実については，現在，油小路通沿道の主要バス停付近に，バス利用
者のための仮設駐輪場を設置する社会実験を実施しており，今後も引き続き，地区
内の公共交通利用環境の向上に向け，関係機関とも連携しながら取り組んでまいり
ます。

（平成２４年度予算額）
・らくなん進都のまちづくりの推進
６，５９０千円
※ 「らくなん進都のまちづくりの推進」のうち，土地所有者支援制度について
は，上記予算額とは別に，件数の制限の撤廃，土地の貸付け及び貸し事業所の新
築等に対する奨励金の拡充を図る。【債務負担：充実】
（経過・これまでの取組等）
平成２１年 ５月 「らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログラム」
の策定
平成２２年 １月～ ３月
油小路通沿道の土地所有者及び土地の利用状況調査
１０月～
大規模な土地を持つ土地所有者に対し，土地利用転換を促す働
き掛けを実施中
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２３年

１０

答

４月～
油小路通沿道以外の土地所有者及び土地の利用状況調査を実施
中
９月～

１０月

バス利用者のための自転車を活用した社会実験を実施中
民間事業者による京都駅と地区とを直結するバス「京都らくな
んエクスプレス」が本格運行を開始

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１１．国際交流の推進
国際交流は， 様々な国や地域の文化 を吸収して都市
の魅 力を培っ てきた本市に とって今 後も重要な政 策で
ある 。姉妹都 市については 提携時の 目的に立ち返 り，
関係 のあり方 や交流方法に ついて再 検討すること 。ま
た姉 妹都市以 外の都市とも ，文化面 のほか，教育 ・環
境・ 産業面に も拡大して市 民や事業 者にも幅広く 参加
を促し，持続的な都市間交流を進めること。

ＮＯ．

回

１１

答

○

姉妹都市交流については，今日までの交流実績や相手都市の意向等を踏まえ，９
つの都市それぞれの特性に応じて，経済，観光，文化，スポーツ等，多彩な分野に
おいて市民レベルの交流を一層促進し，市民に姉妹都市を身近に感じていただくと
ともに，文化，経済等の発展に寄与するよう関係の在り方や交流方法について検討
を進めてまいります。

○

民間レベルでの交流を中心とするパートナーシティ提携は，市民に，より多くの
国々との交流を深めていただく上で有意義であり，積極的に提携を進めてまいりた
いと考えております。現在，トルコ共和国のイスタンブール市及び中華人民共和国
の青島市との間で提携に向けた協議を進めており，協議が調い次第，提携を締結し
たいと考えております。

○

また，本市が会長都市を務める世界歴史都市連盟を通じた活動をはじめとする，
国と国との関係を超えた都市間において，ボランティアやＮＰＯ，大学，企業など
さまざまな主体と連携して，環境や経済，学術・研究等さまざまな分野で，積極的
な交流を進めてまいります。

○

市民，民間レベルで国際交流が定着したまちとするため，国際交流拠点である京
都市国際交流会館を核として，情報の受発信の充実や各種団体とのネットワークの
強化を図るなど，世界各国のひとびとが交流する機会の拡充を行ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・姉妹都市交流事業
・歴史都市連盟事務局運営事務
・京都市国際交流会館運営

１５，９１５千円【新規】
１２，０００千円
１９７，７４２千円
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

１１

答

（経過・これまでの取組等）
平成２１年度 京都・ボストン姉妹都市提携５０周年記念事業
平成２２年度 京都・グアダラハラ姉妹都市提携３０周年記念事業
第１２回世界歴史都市会議（奈良市）
平成２３年度 京都・ザグレブ姉妹都市提携３０周年及び京都・キエフ姉妹都市提
携４０周年記念事業

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１２．国立京都国際会館の再整備に向けた取組
観光庁は，国 の平成２４年度予算編 成に向けて国立
京都 国際会館 再整備のため の調査費 を予算要求し てい
る。 ５０００ 人規模の多目 的ホール の整備等を含 んだ
国立 京都国際 会館再整備は ，本市が 進めるＭＩＣ Ｅ戦
略に おいては 欠くことので きない取 組である。観 光庁
と一体となって，再整備への取組を進めること。

ＮＯ．

回

○

１２

答

平成２４年度国家予算政府案において，国立京都国際会館を対象とした国際会議
施設等にかかるＰＦＩ事業手法調査の費用が，「訪日旅行促進事業（ビジット・ジ
ャパン事業）」の予算に盛り込まれました。この調査により具体的な事業手法が確
立し，国立京都国際会館の拡充に結実することを望んでおり，本市としても，我が
国を代表するコンベンション都市・京都にふさわしい施設となるよう，オール京都
の協力体制の下，全力を挙げて，取り組んでまいります。

（経過・これまでの取組等）
＜国家予算要望＞
・ 本市は，平成２年度から継続して，積極的に国家予算要望活動を実施
・ 平成２４年度国の予算・施策に関する提案・要望において，「ＭＩＣＥ推進
のための国立京都国際会館における５０００人規模の多目的ホールの整備」に
ついて要望を実施
＜国の動き＞
・ 平成２２年度の国家予算において，国立京都国際会館の拡充方策に係る基本
調査及びＰＦＩ導入可能性調査を実施
・ 平成２３年度の国家予算において，官民連携による民間資金を最大限活用し
た成長戦略の推進のための調査費が措置され，現在，国立京都国際会館の拡充
に係る新たなＰＰＰ/ＰＦＩ調査を実施中

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１３．外郭団体ならびに地方独立行政法人の在り方
外郭団体の整 理・統合，地方独立行 政法人化，指定
管理者制度の拡大など事業形態の見直しが進んでい
る。 事業形態 のあり方につ いては， 現状の継続を 前提
とせ ず，第三 者の視点も導 入して毎 年点検し，そ の形
態を選択した理由を経営評価と合わせて説明するこ
と。

ＮＯ．

回

○

１３

答

本市の事務事業評価においては，「市民と行政の役割分担評価」を実施し，行政
として実施すべき事業であるのか，最適な事業実施主体は何かなど，事業形態の在
り方について点検を進めております。
また，毎年度，学識経験者等で構成された事務事業評価委員会による第三者評価
における意見も踏まえ，事務事業の「今後の方向性」を検討したうえ，事務事業評
価の結果と併せて全て公表しております。
なお，平成２３年度においては，評価の客観性と透明性を一層高めるため，第三
者評価を公開で実施いたしました。
今後も，事務事業評価制度を活用し，最適な事業形態を採択できるよう，点検に
努めてまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１４．ユニバーサルデザインの推進
ユニバーサル デザイン（以下，ＵＤ ）の推進は，あ
らゆ る市民生 活の質の向上 や社会参 画のために不 可欠
であ る。保健 福祉局のみや こユニバ ーサルデザイ ン推
進係 を充実さ せ，各部局と の連携の 中核として機 能さ
せる こと。ま た，事務事業 評価の欄 に「ＵＤ度」 を追
加す ることで ，本市が実施 するすべ ての事業に対 して
ＵＤの理念を取り込むこと。

ＮＯ．

回

１４

答

○

庁内の各事務事業におけるユニバーサルデザインを一層推進するため，平成２３
年６月に「みやこユニバーサルデザイン推進主任設置要綱」を策定し，「各局区等
が主体的に取組を推進する体制づくり」を行いました。
今後はこの推進主任制度を活用することなどにより，ユニバーサルデザインの理
念が，本市が実施するあらゆる事業において活かされるよう取り組んでまいりま
す。

○

事務事業評価の評価項目については，客観的な評価結果を得るため評価基準等を
精緻に設定することに加え，どのようなＰＤＣＡサイクルを構築するのかを検討し
なければなりません。また，事務事業評価を活用した網羅的，定期的な管理にふさ
わしいものであるかの検討も必要です。評価項目への「ＵＤ度」の採用について
は，引き続き，行政評価システム及び事務事業評価の見直しを進める中で，上記の
ような観点から検討してまいります。

（平成２４年度予算額）
・みやこユニバーサルデザイン推進事業

８，９７６千円

（経過・これまでの取組等）
＜みやこユニバーサルデザイン推進主任設置要綱の概要＞
・みやこユニバーサルデザイン推進主任の設置
各局区等において，庶務を担当する課長を「みやこユニバーサルデザイン推進
主任」に充てる。推進主任は各局区等の所管事業において，推進役としての役割
を担う。
・みやこユニバーサルデザイン推進主任連絡会議の開催
全庁的な推進のための連絡調整，情報交換，研修等を行う。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１５．市営住宅のあり方
住宅困窮者に 対する市営住宅の果た す役割が重要性
を増 すと同時 に，既存の市 営住宅を 長く有効に使 って
いく ことが求 められている 。耐震化 やバリアフリ ー化
を計 画的に進 めること。更 に，予算 を増額して空 家整
備を 推進し， 優先入居枠を 拡大した 上で，本来目 的の
入居希望者へ迅速に提供できるようにすること。ま
た， 火災等に 遭った市民か らの相談 にも緊急対応 でき
るよう体制を整備すること。

ＮＯ．

回

１５

答

○

「京都市住宅ストック総合活用計画」では，既存の市営住宅は長く有効に活用す
ることとしており，適切な維持管理と耐震化やバリアフリー化等の改善を進めてま
いります。

○

空き家整備については，迅速かつ効率的に進め，今後とも，公募戸数の確保に努
めてまいります。

○

優先入居については，一般住宅への同時申込みも可能とするなど，市営住宅への
入居機会の拡大を図っています。今後ともこの制度を継続するとともに，子育て世
帯優先入居の対象となる子どもの年齢を引き上げるなどの制度の拡充を検討してま
いります。

○

火災や風雨等自然災害により住居を失い，当面の住まいに困窮する方に対して
は，京都市住宅供給公社に住まいの情報提供に係る一元的な窓口を設置し，御希望
に応じた物件を取り扱う不動産事業者を紹介するとともに，公的住宅の情報も提供
してまいります。また，市営住宅については，短期間，無償で利用できる制度を設
けたところであり，速やかな住宅確保を支援してまいります。

（平成２４年度予算額）
・市営住宅管理運営
・市営住宅ストック総合改善事業

４，２２０，１１７千円
１，５９４，９６０千円

（経過・これまでの取組等）
平成１９年１２月 単身者の多回数落選者優先選考の申込要件を緩和
（落選回数１１回以上から９回以上へ）
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２０年１２月
平成２２年 ９月

平成２４年

１５

答

子育て世帯優先入居募集開始
子育て世帯優先入居の募集枠を拡大
（平成２０年度６戸，平成２１年度７戸，平成２２年度１６戸，
平成２３年度１７戸）
１月 火災等被災者に対する住宅情報の提供に係る一元的な窓口の設
置

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１６．葬儀場建設に対する取組
住宅地におけ る葬儀場建設や，貸し 館型葬儀場のあ
り方 など新た な課題も出て きている 。なお一層， 住民
の声に即した制度の研究を進めること。

ＮＯ．

回

○

１６

答

事業者に対しては，「京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱」に基づき，中高
層条例より早い段階から周辺住民に周知することや建築計画上の措置等を求め，指
導しております。
さらに，葬祭場のあり方について，地区計画の活用なども含め，様々な観点か
ら，庁内関係課で連携して検討を進めているところです。

（経過・これまでの取組等）
平成１７年 ８月 「京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱」の制定
平成２１年１２月 同要綱の改正（指導の対象となる規模要件の撤廃等）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

Ⅲ 平成２４年度予算に対する要望
重点要望
１．再生可能エネルギー設備の設置促進
再生可能エネ ルギー利用促進のため に政令指定都市
自然 エネルギ ー協議会も設 立されメ ガソーラー発 電所
につ いても提 案されている 。地域住 民への説明や 協議
を進め，本市への誘致を本格的に実施すること。ま
た，公共施設におけるグリーン電力の導入目標を定
め，計画的に新エネルギー発電を増加させること。

ＮＯ．

回

１７

答

○

再生可能エネルギー普及の鍵となる「再生可能エネルギー買取法」に基づく固定
価格買取制度が，市民や事業者の取組を力強く後押しするものとなるよう，指定都
市自然エネルギー協議会等を通じ，国等に対して提言を行ってまいります。

○

また，再生可能エネルギーの普及促進を目的としたメガソーラー発電所の京都市
水垂埋立処分地への誘致に向けて，平成２３年度中に事業者の選定を行います。

○

本市の公共建築物の新増改築に際しては，京都市公共建築物低炭素仕様に基づ
き，環境共生やエネルギー削減の視点をもった整備に積極的に取り組んでおり，今
後も自然エネルギーの一層の導入を進めてまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２３年８月 再生可能エネルギー買取法（電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法）制定
※平成２４年７月施行

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２．岡崎地域活性化プロジェクトの推進
市民，有識者 ，地元住民等で策定さ れた岡崎地域活
性化 ビジョン は，５０年後 や１００ 年後を見据え たも
のと なってい る。地域住民 の理解を 得ながら，本 市の
ＭＩ ＣＥ戦略 の拠点となる ようにビ ジョン実現に 向け
て取 り組むこ と。また，京 都会館再 整備について は，
これ までのよ うに市民が利 用しやす いホールであ ると
同時 に，最高 の舞台芸術を 楽しめる ホールとなる よう
に整備すること。

ＮＯ．

回

１８

答

○

本市では，ＭＩＣＥ事業の充実について，これまでから大規模国際コンベンショ
ンの開催，支援に対する助成金交付事業や中小規模コンベンション，一定規模以上
のインセンティブ・ミーティングに対する京都らしい文化プログラムの支援等を実
施しております。今後も観光庁等と連携しながらＭＩＣＥ事業の充実に向けた取組
を推進するとともに，岡崎地域の施設や資源の積極的な活用を行うなど，岡崎地域
活性化ビジョンに掲げる取組を進め，ＭＩＣＥ拠点の１つとして機能の強化を図っ
てまいります。

○

京都会館再整備については，これまでと同様に市民ホールとして御利用いただく
ことを前提に，再整備により市民が利用しやすいホールを目指すとともに，舞台機
能を高め，より質の高い舞台芸術が鑑賞できる場となるよう取り組んでまいりま
す。また，「京都会館の建物価値継承に係る検討委員会」での御意見を尊重しなが
ら設計を進め，岡崎地域の景観や建物価値を継承してまいります。

（平成２４年度予算額）
・京都市ＭＩＣＥ戦略推進のための公益財団法人京都文化交流コンベンションビュ
ーローの体制強化
１７，０００千円【新規】
・京都らしいＭＩＣＥ開催の支援
５，０００千円
・京都会館再整備事業
３４１，９００千円
（美術館別館の設備切回し，第１ホール解体工事，再整備後の運営の検討）
※ 別途，実施設計については，基本設計の進ちょくに合わせて積算を行い，
必要となる経費を明らかにした段階で予算化する。
（経過・これまでの取組等）
＜ＭＩＣＥ推進の取組＞
平成２１年度
自治体初となる「京都市ＭＩＣＥ戦略」策定
平成２３年度
京都らしいＭＩＣＥ開催支援制度創設
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

１８

答

＜京都会館再整備について＞
平成１４年度
耐震調査の実施
平成１５年度
改修履歴等の整理
平成１６年度
施設の劣化度調査及び利用者やプロモーターに対して施設利用
上のアンケートを実施
平成１７年度
京都会館再整備検討委員会の開催（平成１８年度まで６回開
催）
平成１９年度
京都会館再整備に関する市民アンケートの実施
京都会館再整備機能改善性調査の実施
平成２１年度
再整備基本構想素案作成
平成２３年６月 再整備基本計画策定
平成２３年９月 再整備基本設計契約
平成２４年１月 京都会館のホール利用団体等に対する再整備事業説明会
（京都会館の建物価値継承に係る検討委員会について）
第１回検討委員会 平成２３年１０月 ４日（火）
第２回検討委員会 平成２３年１１月１９日（土）
第３回検討委員会 平成２４年 １月１６日（月）
第４回検討委員会 平成２４年 ３月 ６日（火）実施予定
第５回検討委員会 平成２４年 ３月２８日（水）実施予定

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３．区役所・区役 所支所におけるワンス トップサービス
の取組
近年新築され た庁舎では，コンシェ ルジュの配置な
ど来 庁者の負 担を軽減する 取組が行 われているも のの
まだ 十分では ない。今後新 設される 庁舎において は，
ワン ストップ サービスを実 現すると ともに，その 他の
庁舎 でも来庁 者の負担を軽 減する取 組を検討し実 施す
ること。

ＮＯ．

回

１９

答

○

平成２３年度にＩＴ活用による窓口サービス向上に向けたシステム導入に関する
調査を実施し，その結果に基づき，来庁される市民の方に大きなニーズがある「手
続き漏れの防止」「申請書を記入する負担の軽減」を図ってまいります。
具体的には，住基システムを改修し，転入や転出の手続等で区役所に来られた来
庁者に対して，他に必要な手続きを年齢要件等によりシステムが自動的に判定し，
来庁者に応じた案内書を出力することにより，手続き漏れを防ぎます。また，その
案内書に基づいて訪れた窓口（一部の窓口を除く。）では，来庁者の住所，氏名等
をあらかじめ印字した申請書を作成することにより，来庁者の負担を軽減する仕組
みを構築します。
平成２４年度にシステムを開発し，今後新設される庁舎を含めた全区役所・支所
において，平成２５年度中の導入を目指します。

（平成２４年度予算額）
・区役所における窓口案内サービスの推進事業

２４，７００千円【新規】

（経過・これまでの取組等）
平成２３年度 ＩＴ活用による窓口サービス向上に向けたシステム導入に関する調
査を実施して，本市の区役所窓口の現状の分析と課題の洗い出し，課
題に対して有効と思われる施策を導入している他都市の事例調査を行
うことにより，本市にとって最適なシステムの検討を行いました。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４．野生鳥獣被害対策の充実
鳥獣被害問題 は，農作物に対するも のに加えて市民
に危 険を及ぼ すものへも拡 大の傾向 にある。しか し対
策に は鳥獣の 専門家の知見 が必要で あるため，野 生鳥
獣対 策室（仮 称）を創設す るなどし て相談窓口を 一本
化し，対策を充実すること。

ＮＯ．

回

○

２０

答

有害鳥獣による市民生活への被害防止対策としては，住民，関係団体，京都府等
との連携のもと，「サルによる生活環境被害防止に係る自主防除活動事業補助金」
により地域ぐるみでの追払い等の活動を支援するなど，野生鳥獣による被害の軽減
に努めております。
なお，外来生物のアライグマについては，平成１９年度から捕獲に取り組んでお
り，平成２３年１月からは，「アライグマ防除対策事業」として，専門機関との連
携のもと，集中捕獲や生息状況調査に取り組んでいるところであり，今後も市域か
らの根絶を目指した取組を継続してまいります。

○

有害鳥獣による農林作物への被害については，防護柵の設置助成や猟友会等の専
門家の協力による捕獲対策等を実施し，引き続き，その防止に努めてまいります。
特にサルについては，生息数や群れの行動パターンを把握し，頭数調整を行うな
どの抜本的対策が必要なため，京都府特定鳥獣保護管理計画に基づき，捕獲体制を
強化し，地域の被害状況に応じた追払いや捕獲数の向上に努めてまいります。
さらに，平成２３年１０月には，国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用するた
め「京都市鳥獣被害防止計画」を策定しており，平成２４年度は農家の自主的な取
組に対して支援を行うなど，地域ぐるみの対策にも取り組んでまいります。

○

引き続き，「京都市野生鳥獣被害対策会議」において関係局・区が相互に連絡調
整し，総合的な有害鳥獣被害防止対策を推進してまいります。

（平成２４年度予算額）
＜市民生活被害対策＞
・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
４，７０３千円
・アライグマ防除対策事業
２，０００千円
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

２０

答

＜農林業被害対策＞
・有害鳥獣被害防止対策事業
８，０００千円
・有害鳥獣捕獲事業
２０，７７５千円
・有害鳥獣等許可業務
４，２０６千円
・地域獣害対策支援事業
６，０００千円【新規】
・総合獣害対策モデル事業（緊急雇用創出事業） ９７，１６１千円
・野生クマによる森林被害防止対策事業（緊急雇用創出事業）
１０，０００千円
（経過・これまでの取組等）
平成１８年度～ 「サルによる生活環境被害防止に係る自主防除活動事業補助金」
開始
平成２３年度は，山科区１チーム，左京区２チーム，西京区
（洛西）１チームに補助
平成１９年度～
外来生物法に基づく防除実施計画を策定し，アライグマの捕獲
開始
平成２３年 １月 「アライグマ防除対策事業」開始
３月 「京都市野生鳥獣被害対策会議」設置
有害鳥獣被害防止対策実績（サル用電気柵，イノシシ・シカ用電気柵，フェンス
等）
・平成２１年度
１５，５０４ｍ
・平成２２年度
１２，９７７ｍ
・平成２３年度（平成２３年１２月１日現在） ６，４８８ｍ

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

５．放射能問題に関連した食の安全の確立
食品の放射能 測定は，市民の健康と 安心，また市内
産食 材の流通 のために不可 欠となっ てきている。 中央
市場 から流通 する食品はも ちろんの こと，学校給 食な
どに おいても 徹底した検査 体制を構 築し，測定値 につ
いて公表すること。

ＮＯ．

回

２１

答

○

食品の検査体制については，中央卸売市場第一市場に入荷する農水産物の放射能
検査や中央卸売市場第二市場でと畜する牛の全頭検査，さらには検査測定値等のホ
ームページによる情報発信に努めており，引き続き，これらの取組を継続してまい
ります。

○

とりわけ，学校給食に使用する食材については，京都市衛生環境研究所において
福島をはじめとする５県産の農産物や水産物の放射能検査を実施し，検査結果につ
いてホームページで公表しており，今後とも，検査結果の速やかな開示に努めてま
いります。なお，牛肉については，生産者等が実施している放射能検査の結果を確
認のうえ使用しております。

○

また，国の定める放射性物質の暫定基準値が見直され，新しい基準値が平成２４
年４月から適用されることを受けて，本市では，学校給食に使用する食材におい
て，１月下旬から先行して適用するとともに，より厳しい基準を独自に設定してお
ります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

６．京都市動物愛護センター（仮称）の整備
現在，動物の 愛護や適正な飼養等に 関する普及啓発
を一 層推進し ていく拠点施 設として ，「京都市動 物愛
護セ ンター（ 仮称）」の設 置構想が 進められてい る。
設計 ・工事の 段階に入るに 際して， 動物を飼育す る市
民に 限らず多 くの市民が動 物と触れ あい共生する 意識
を高 め合える 機会を創出す るととも に，動物由来 の感
染症 について の情報発信機 能を有し たセンターと なる
よう配慮すること。

ＮＯ．

回

２２

答

○

「京都市動物愛護センター（仮称）」については，平成２３年１２月に策定した
「京都市動物愛護センター（仮称）構想」において，「動物を通じて命の大切さを
感じる場」，「人と動物の正しい関わり方を学ぶ場」，「人づくり・環境づくりを
通じる場」を基本コンセプトとして掲げました。

○

今後，同構想に基づき，社団法人京都市獣医師会，学識経験者その他市民の参画
の下，具体的な機能や設備に係る基本計画を策定のうえ，整備を行ってまいりま
す。

（平成２４年度予算額）
・動物愛護センター（仮称）整備事業（設計）
・動物愛護センター（仮称）運営検討事業

３７，６００千円【新規】
４００千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

７．生活保護受給者の自立促進の取組の充実
景気の低迷に より，生活保護世帯が 増えている。長
期の 受給は労 働意欲を減退 させ，社 会復帰を困難 にさ
せる 。新たな 就労の機会づ くりや就 労につながる 研修
や訓 練の一層 の推進ととも に，就労 意欲を喚起す る取
組をすすめること。また，定期的に受給資格を点検
し，受給の固定化を防止する措置を講じること。

ＮＯ．

回

２３

答

○

生活保護制度の実施に当たっては，①自立支援メニューの充実，②不正受給対策
をはじめとした適正化推進体制の確立，③重点的かつ専門的な執行体制の確立の３
点を重点的に取り組んでおります。

○

平成２４年度においても，就労意欲を喚起するカウンセリング業務を更に拡充す
るなど，「必要な人に必要な保護を実施する」ことを基本とした，適切な制度運営
に取り組んでまいります。

○

労働行政を所管する京都府において，平成２３年度から，生活保護受給者等の就
労自立をサポートする「生活・就労一体型支援事業」として，就労体験や企業実習
等の支援が行われております。 京都府との連携の下，市内の生活保護受給者の参
加を促すとともに，支援メニューの一層の拡充を図るよう京都府に働きかけてまい
ります。

○

受給の固定化防止については，就労支援に当たり，被保護者の就労の可否等につ
いて，ケースワーカーによる定期的な訪問調査や医療機関への病状調査等を行い，
実態を把握したうえで，必要な指導や支援を行ってまいります。

○

また，平成２４年度から新たに専任弁護士を設置するとともに，市民等から寄せ
られる不正受給に関する情報に適切に対応する専門の支援員を配置するなどによ
り，今後とも不正を許さない適切な保護の実施に努めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・生活保護就労意欲喚起等支援事業
・年金検討員派遣事業
・生活保護適正化推進事業

１６０，６６０千円【充実】
５６，９４０千円【充実】
４０，６００千円【新規】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

８．民間保育園における障がい児保育の充実
障がい児保育 における保育士の加配 基準を保育現場
の実 態に合う よう，現在の ３区分か ら，市立保育 園と
同様 ５区分に 見直すこと。 また，近 年課題となっ てい
る発 達障害に ついては，早 期発見， 早期療育をす るこ
とが 当該児童 の将来のため に重要で ある。現在， 民間
保育 園で行っ ている書類申 請による 認定方式を改 め，
全て の子ども が専門医の診 察を受け る認定制度に 改め
るこ と。更に ，増大するニ ーズに合 わせて巡回相 談事
業の充実を図ること。

ＮＯ．

回

２４

答

○

障害児保育における保育士の加配基準の見直しについては，他都市の制度も参考
にしながら，制度の在り方を引き続き検討してまいります。

○

専門医の診察による認定制度については，予算上の制約もあり，直ちに改めるこ
とは困難な状況ですが，制度の在り方について，引き続き検討してまいります。

○

相談事業については，平成２１年度より，従来の巡回相談事業に加えて，窓口相
談事業を開始し，常時，障害児に関する相談ができるように体制を整備したところ
です。また，巡回相談事業についても，平成２４年度から従来より多くの相談に応
じられるように充実を図る予定です。

（平成２４年度予算額）
・障害児保育対策費
・京都市保育園連盟助成（既存分）
・京都市保育園連盟助成（充実分）

４４６，３４５千円
１４，１５６千円
２，４５５千円【充実】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

ＮＯ．

容

９．「歩くまち京都」にふさわしい歩道の再整備
「歩くまち京 都」のためには，市内 の既存の歩道部
分の 改善が必 要である。急 傾斜や段 差の解消，ま たす
べり にくい材 質への改善に ついて， 全市的に徹底 した
再整 備を進め ること。今後 新設する 道路に関して は，
歩行 者の歩き やすさと安全 性を充分 に配慮して設 置す
ること。

回

２５

答

○

歩道の改修時には，段差や勾配を解消するためのセミフラット方式の採用など，
バリアフリー化に努めております。今後とも，誰もが安心して通行できる歩道の確
保に努めてまいります。

○

すべりにくい材料への改善については，車いす等に振動が生じない程度の表面の
粗さを有するとともに，路面全体の排水機能を確保するため，歩道部において「透
水性アスファルト舗装」，「透水性ブロック舗装」をバリアフリー化に合わせて整
備しております。また，これらの舗装は，水たまりの解消や，路面温度の低下な
ど，歩道空間の環境を改善し，ひいてはヒートアイランド対策にも寄与するもので
す。

○

今後新設する道路に関しては，バリアフリーの観点からも歩行者の安全性を十分
に配慮した整備を行ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・交通安全施設整備費
・透水性舗装施工費

歩道整備

１７０，６１２千円
１９９，０００千円

（経過・これまでの取組等）
・歩道整備
平成２１年度 交通安全施設整備費 歩道整備（決算額）２５７，２４７千円
平成２２年度 交通安全施設整備費 歩道整備（決算額）３２６，８４０千円
平成２３年度 交通安全施設整備費 歩道整備（予算額）２５１，３８６千円
・透水性舗装
平成２２年度 透水性舗装施工実績
４８，５１５㎡
（平成１０年度からの累積 ３５１，８２０㎡）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１０．橋梁の耐震化及び配水管の更新促進
本年多発した 自然災害や配水管破裂 事故等で，老朽
化し たインフ ラに対する問 題点が浮 上した。安心 した
市民 生活を提 供するために 耐震化さ れていない橋 梁の
耐震 工事，ま た老朽化した 配水管の 更新工事を促 進す
ること。

ＮＯ．

回

２６

答

○

本市では，阪神・淡路大震災を踏まえて，市内幹線道路も含めた大規模災害時の
緊急輸送道路上にある橋りょう９２橋を「都市防災上重要な橋りょう」として位置
付け，取組を進めてまいりました。平成２３年度末までに４０橋の耐震補強を完了
させる予定ですが，平成２３年３月に発生した東日本大震災を受け，平成２３年１
２月に策定した「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」に基づき，残る５２
橋についても優先順位を定め，耐震補強を進めてまいります。

○

配水管の更新工事については，昭和３０年代後半から４０年代中頃までに布設さ
れた初期ダクタイル鋳鉄管について，「京（みやこ）の水ビジョン」に基づき，計
画的に布設替えを実施してまいりました。今後も，将来にわたっての安定給水を確
保するために，配水管の更新をより一層促進してまいります。

○

なお，洛西地域における酸性土壌による水道管腐食が予想される一帯において
は，平成２４年度及び２５年度の２箇年で，腐食対策として老朽配水管の布設替え
を実施してまいります。

（平成２４年度予算額）
・耐震補強
九条跨線橋
今熊野橋
御池大橋
松尾橋
三栖高架橋
伏見街道跨線橋
羽束師橋
御薗橋
・上水道施設整備事業

１６，０００千円
７０，０００千円
２５，８００千円
４６，０００千円
２３５，０００千円
４０，０００千円
１２０，０００千円
１５，５００千円
９，８００，０００千円
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

２６

答

（経過・これまでの取組等）
＜橋りょう耐震補強＞
耐震改修として，都市防災上重要な橋りょう９２橋のうち平成２３年度末までに
４０橋の耐震補強を完了します。
＜上水道整備＞
平成２０年２月 「上水道施設整備事業計画（平成２０年度～平成２４年度）」
の策定
平成２１年
水道事業に係る「老朽管更新事業」国庫補助金交付決定

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

要 望
１１．太陽光発電装置設置助成制度の拡充
平成２３年度 においても追加補正予 算を組むなど，
本助 成制度に 対する市民ニ ーズが高 まっている。 東日
本大 震災以降 ，再生可能エ ネルギー 利用への関心 が急
速に 高まりを 見せているこ とも考慮 し，計画的に 充実
した予算を確保すること。また，太陽光発電装置の
「里親制度」である市民協働発電制度を実施するこ
と。

ＮＯ．

回

２７

答

○

東日本大震災を契機とした再生可能エネルギーに対する市民意識の高まりを受
け，平成２４年度における住宅用太陽光発電システムの設置助成制度については，
設置価格の低下も考慮した助成単価を設定し，助成件数を拡充します。また，蓄電
設備や太陽熱利用設備についても新たに助成制度を創設し，太陽エネルギーのより
一層の利用促進を進めてまいります。

○

さらに，誰もが再生可能エネルギーの普及に関わることができるとともに，太陽
光発電システムを更に普及拡大するため，共同出資により市内の公共施設等へ太陽
光発電システムを設置し，得られた売電収入で利益を出資者に還元するなど，京都
ならではの「市民協働発電制度」を創設します。

（平成２４年度予算額）
・太陽エネルギー利用促進事業
・市民協働発電制度の創設

１９５，９００千円【充実】
５，８００千円【新規】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１２．木質バイオマスエネルギーの利用促進
本市の地球温 暖化対策において木質 バイオマスエネ
ルギ ー活用が どこまで何を 担うかと いう具体的な 目標
がま だ定まっ ていない。ペ レット活 用については ，期
待す るＣＯ２ 削減効果から 利用目標 を定めて普及 に努
める こと。特 に高い効果が 見込める 工業用ペレッ トボ
イラー普及については今後建設をしていく本市施設
（例 えば上京 区総合庁舎） で取り入 れるとともに ，思
い切 った助成 基準の引き上 げを実施 すること。ま た，
木質 バイオマ スによる発電 について の研究を促進 する
こと。

ＮＯ．

回

２８

答

○

「京都市地球温暖化対策計画＜２０１１～２０２０＞」では，温室効果ガス排出
量の削減効果を算定するための削減効果指標を設定しており，指標の一つとして，
２０２０年度までに３，５００ｔの地域産木質ペレットを利用することによる温室
効果ガス４，４００ｔ－ＣＯ２の削減効果を見込んでおります。

○

また，バイオマスの活用の取組を総合的に進めていくために策定した「京都市バ
イオマス活用推進計画」では，「木」を特に力を入れて活用する重点バイオマスと
して位置付け，間伐材を利用した木質ペレットの利用促進や，熱分解ガス化メタノ
ール技術の実証の検討などを推進項目としております。

○

木質ペレットストーブ，ボイラーの普及を促進するため，平成２４年度は，公共
及び民間の施設におけるストーブ２５台，ボイラー１基の導入を計画しています。
目標の達成に向け，購入・設置に係る補助率の引上げなど事業内容を更に充実し，
鋭意取り組んでまいります。
本市施設については，東余熱利用センター大規模改修において，バイオマス燃料
（木質ペレット）を主たる燃料とする熱源施設とする設計を進めているところです
が，上京区総合庁舎については，給湯需要が低いことから，ペレットボイラーの導
入には至りませんでした。

○

木質バイオマス発電については，施設整備に大きな初期投資が必要であること等
多くの課題があることから，現時点では，事業採算性の確保は大変難しい状況にあ
りますが，再生可能エネルギーの普及の鍵となる「再生可能エネルギー買取法」に
基づく固定価格買取制度の動向等を踏まえながら，今後研究を進めてまいります。

（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
○

２８

答

なお，クリーンセンターに搬入されている剪定枝や家具などの廃棄物系木質バイ
オマスについては，民間の堆肥化，チップ化施設への誘導，大型ごみの家具のリユ
ースモデル実験など，発電等のエネルギー利用だけでなく，質の高い有効利用の取
組を推進しています。また，こうした有効利用ができていないものについては，ク
リーンセンターに搬入し，ごみ発電によるエネルギー回収を行っております。

（平成２４年度予算額）
・木質ペレット需要拡大事業
３５，０００千円【新規】
・木質資源利用促進事業（緊急雇用創出事業）３５，０００千円
・木質資源利用推進事業
５，０００千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年３月 「京都市バイオマス活用推進計画（２０１１－２０２０）」策定
平成２３年８月 再生可能エネルギー買取法（電気事業者による再生可能エネルギ
ー電気の調達に関する特別措置法）制定
※平成２４年７月施行
・補助事業等による導入実績（平成２３年１２月末現在）
木質ペレットストーブ １０５台（公共１１台，民間９４台）
木質ペレットボイラー
２台（公共 ２台）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１３．家庭部門における温室効果ガスの排出抑制
「ＤＯ ＹＯ Ｕ ＫＹＯＴＯ？クレ ジット制度」が
創設 され，本 年度より開始 されてい る。この制度 は１
世帯 では登録 が出来ないも のの，概 ね２０世帯以 上の
コミ ュニティ による登録が 可能で， 直接奨励金と いう
かた ちで分か りやすいメリ ットが得 られることな ど，
民生 ・家庭部 門における温 室効果ガ ス排出削減に 期待
がで きる。今 後は，この制 度を周知 徹底し，民生 ・家
庭部門の温室効果ガスの削減に努めること。

ＮＯ．

回

２９

答

○

平成２３年８月に「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット制度」を創設し，地域
や商店街等のコミュニティの省エネ行動によるＣＯ２削減量を本市が認証し，削減
量に応じた奨励金を交付する取組を開始しました。

○

この制度を多くのコミュニティに活用していただけるよう，低炭素のモデル事業
を展開する「エコ学区」での率先取組をはじめとして周知普及に努め，家庭の温室
効果ガス排出削減を進めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット」を活用した地域や中小事業者の温室効
果ガス排出量削減促進事業
１９，５２５千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年８月 「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット制度」創設
中小事業者，コミュニティによる排出削減プロジェクトの登録
申請開始
排出削減プロジェクト登録件数（平成２３年１２月末時点）
中小事業者プロジェクト３件，コミュニティ・プロジェクト５件

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１４．市職員の時間外勤務等の縮減
ワークライフ バランスを実践し牽引 する役割を担う
市役 所として ，時間外勤務 の縮減に 向けてさらな る取
組を 行うこと 。事業の効率 化や人員 の適正配置の 推進
のた めの制度 設計を行い， 実施する こと。また， サー
ビス残業解消のための具体的な対策を実施すること。

ＮＯ．

回

○

３０

答

平成２１年２月に設置した副市長を本部長とする「京都市時間外勤務縮減対策本
部」を中心に，事務事業の効率化をはじめとする，時間外勤務の縮減に対する取組
の浸透や，管理職のマネジメント能力の強化とともに，今後策定する部門別定員管
理計画に基づく適切な人員配置を行うことなどにより，引き続き縮減に努めてまい
ります。
また，所属長の時間外勤務命令に基づいて行われた時間外勤務については，当然
にその実績に応じて時間外勤務手当を支給すべきものです。今後も，所属長による
時間外勤務の事前命令・事後確認の手続の徹底を図ってまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１５．地域と共に取り組む学校跡地利用
東山区や南区 での各学校の統合によ り，活用対象と
なる 学校跡地 が増えたこと もあり， 新たな学校跡 地活
用方 針が出さ れた。現在暫 定活用さ れている跡地 も含
め， 今後の活 用方法につい ては地域 や関係者の意 向も
尊重 した上で ，地域と本市 の活性化 につながる活 用を
行うこと。

ＮＯ．

回

○

３１

答

小学校及び中学校跡地活用に当たっては，平成２３年１１月に策定した「学校跡
地活用の今後の進め方の方針」に基づき，個々の学校跡地ごとに活用の目的や手法
に応じた必要な市民意見を反映する手続を経て，地域住民の御理解のもと，本市の
活性化や地域振興に資するよう，最大限の有効活用を図ってまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２３年 ９月，１０月
１１月

「京都市都心部小学校跡地活用審議会」開催
「学校跡地活用の今後の進め方の方針」策定

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１６．山ノ内浄水場跡地活用の推進
平成２４年度 末に廃止予定である山 ノ内浄水場の跡
地活 用につい ては，大学を 中核とす る施設の設置 に向
けて 優先交渉 事業者を選定 する段階 に来ている。 本市
にとって最大の効果をもたらす事業者を選定するこ
と。

ＮＯ．

回

３２

答

○

山ノ内浄水場跡地については，平成２２年に策定した「京都市山ノ内浄水場跡地
活用方針」に基づき，大学を中核とした施設の立地に向けて，事業者の選定を進め
ています。

○

現在，優先交渉事業者を選定するため，「京都市山ノ内浄水場跡地活用優先交渉
事業者選定委員会」において，事業者から提案された事業計画の内容について，政
策効果や経済波及効果，周辺への配慮といった観点から審査を行っており，平成
２３年度末を目途に，優先交渉事業者を選定します。

○

その後，平成２４年６月に予定する基本協定締結に向け，提案された事業計画
が，本市にとってより立地効果が高いものとなるよう，優先交渉事業者と協議を進
めてまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２２年１２月 京都市山ノ内浄水場跡地活用方針策定
平成２３年 ８月 京都市山ノ内浄水場跡地活用優先交渉事業者選定委員会設置
９月 募集要項公表，事業者募集開始
１２月 募集締切り
平成２４年 １月 事業計画の審査開始
３月 優先交渉事業者の選定（予定）
６月 山ノ内浄水場跡地活用に係る基本協定締結（予定）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１７．区政策提案予算の拡充
区役所機能の 充実は，市民ニーズに きめ細やかに迅
速に 的確に対 応できる行政 能力の向 上のために不 可欠
であ る。区民 一人当たり１ ００円の 予算を各区役 所に
配分し，区役所の機動力の向上を実現すること。ま
た， 増額した 予算の中で， 地域コミ ュニティの活 性化
につ ながる様 々な地域活動 に対する 助成を検討す るこ
と。

ＮＯ．

回

３３

答

○

これまでの「区政策提案」や「個性あふれる区づくり推進事業」などの，区役所
におけるまちづくりに係る予算を統合し，「自分たちのまちは，自分たちでつくっ
ていく」という住民によるまちづくりや地域課題の解決を，区長・担当区長が先頭
に立ち，区役所が柔軟かつスピーディにしっかりと支えていく協働の仕組みとし
て，「区民の提案」と「共に汗する共汗型」のまちづくりを支援する新たな予算シ
ステム「京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり『区民提案・共汗型ま
ちづくり支援事業予算』」を創設します。これにより，区の権限による予算枠が大
幅に拡大します。

○

地域コミュニティの活性化については，現在，「京都市地域コミュニティ活性化
推進条例」に基づき，「京都市地域コミュニティ活性化推進審議会」を設置し，市
が実施する施策の方向性等を定める「京都市地域コミュニティ活性化推進計画」の
早期の策定に向け取り組んでいるところであり，「区民提案・共汗型まちづくり支
援事業予算」とは別途に予算を確保し，地域コミュニティ活性化に向けた自治会，
町内会等の自主的取組に対し，必要な経費の一部を助成する「地域コミュニティ活
性化支援助成制度（仮称）」を創設するなど，実効性のある施策を実施してまいり
ます。

（平成２４年度予算額）
・京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まちづく
り支援事業予算」
２１０，１００千円【新規】
・地域コミュニティ活性化策の推進
１１，０００千円【充実】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１８．伏見桃山城の活用
伏見桃山城は ，耐震強度不足等の問 題で平成１５年
１月 以来閉鎖 されたままと なってい る。歴史的な ラン
ドマ ークであ り，文化・観 光資源と しての価値が 十分
備わ っている ことから，本 市の所管 部局のあり方 ，民
間の 知恵や活 力を生かす手 法も含め ，あらゆる角 度か
らその活用を検討すること。

ＮＯ．

回

３４

答

○

伏見桃山城は，美しい歴史的景観や地域のシンボルとしての価値はあるものの文
化・観光資源としての観点から見ると，交通アクセスの問題や商業施設と距離があ
ること，また，天守閣については，耐震診断調査の結果，全ての階層において耐震
基準を下回っている等の課題があります。

○

今後，周辺の観光資源やまちの歴史的な背景，地域の個性あふれる取組等を生か
すなど，厳しい財政状況にはありますが，広く民間の知恵や活力を生かす手法等も
含め，関係部署が連携して引き続き検討してまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１９．中小企業支援策
中小企業融資 預託金制度については ，預託金額を平
成２ ３年度の 水準で確保す ること。 経営不振の中 小企
業に対する各種のフォローアップ施策が開始された
が，ニーズに合わせて施策を改良していくこと。ま
た， 新卒者の 大手志向が強 まってい るが，特に京 都に
は魅 力ある中 小企業も多く 存在する ため，インタ ーン
シッ プを促進 するなど魅力 を伝える 機会を創出し ，新
卒者と中小企業のマッチング推進策を実施すること。

ＮＯ．

回

３５

答

○

平成２４年度の中小企業融資制度においては，歴史的な円高など中小企業を取り
巻く経営環境や現在の融資動向を注視しつつ，中小企業へ円滑に資金が供給される
よう十分な預託金を確保するとともに，セーフティネット保証に対応した「あんし
ん借換融資」をはじめとする制度の充実を図ってまいります。

○

中小企業に対する各種のフォローアップについては，「中小企業パワーアッププ
ロジ ェクト」に おいて，販 路開拓支援 をはじめ最 適な支援策 に結び付け るととも
に，経営革新に取り組む企業をオスカー企業として認定するなど，中小企業の成長
を支援しています。引き続き，産業支援機関の経験豊富な人材をより効果的に活用
し，積極的に企業訪問を行いながら，中小企業の視点に立ち，専門家によるきめ細
かなアドバイスを行うハンズオン支援に取り組んでまいります。
さらに，平成２４年度からは，京都商工会議所及び京北商工会との更なる連携と
中小企業を下支えする経営支援体制の強化を図ることにより，市内５箇所（京都商
工会議所（洛央，洛北，洛南，洛西）の４支部及び京北商工会）の地域に根差した
経営相談体制を確立するとともに，積極的な訪問相談活動を実施することで，厳し
い経済環境にある中小企業の経営・金融等の支援機能を充実してまいります。

○

新卒者と中小企業のマッチング推進策としては，雇用のミスマッチ解消を目指し
て，ＷＥＢサイト「京のまち企業訪問」を平成２２年１１月に開設し，平成２３年
１１月にはインターンシップ情報の掲載も開始するなど，新卒者をはじめとする若
年求職者等に，求人情報を含めた，魅力ある京都の中小企業の情報発信を行ってお
ります。
また，平成２４年１月には，本サイト掲載企業による合同企業説明会を開催して
おり，引き続き，新卒者をはじめとする若年求職者の就職活動及び中小企業におけ
る人材確保の支援に努めてまいります。
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

３５

答

（平成２４年度予算額）
・融資制度預託金
１１０，０００，０００千円
・中小企業パワーアッププロジェクト
３３，１３１千円
・中小企業経営支援体制の強化
６３，０００千円【新規】
・京都企業・就業情報データベースシステムの運営
１，４５１千円
・京都企業・就業情報データベースシステム登録企業開拓事業（緊急雇用創出事
業）
６５，３２６千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２０．伝統産業振興の取組
消費者の購買行動を促進するため，関係者と協力
し， 伝統産業 品の価値や魅 力を内外 に発信する力 を高
める こと。ま た，本市が主 催するイ ベントにおい て，
若手 作家の販 売ブースを併 設させる など，積極的 に若
手作家の活躍の機会を提供すること。

ＮＯ．

回

○

３６

答

伝統産業の振興については，「京ものきらめきチャレンジ事業」や平成２４年度
から新たに取り組む「京もの国内市場開拓事業」，「京もの海外市場開拓事業」等
において，商業者や関連業界と一層の連携を図りながら，消費者ニーズに即した新
商品開発や情報発信をはじめとする事業者の創造的な活動を支援するなど，国内は
もとより海外も含めた新たな販路開拓につながるよう取り組んでまいります。
また，京都市伝統産業後継者育成制度の利用者等の出展の場を「伝統産業の日」
関連事業の中で設けるなど，若手が活躍できる機会の提供に積極的に努めてまいり
ます。

（平成２４年度予算額）
・京もの国内市場開拓事業
・京もの海外市場開拓事業
・京ものきらめきチャレンジ事業
・後継者育成事業

１０，０００千円【新規】
１０，０００千円【新規】
９，５００千円
７，２００千円

（経過・これまでの取組等）
＜京ものきらめきチャレンジ事業＞
平成２１年度 ５事業に補助金交付
平成２２年度 ７事業に補助金交付
平成２３年度 ６事業を採択（補助金交付予定）
＜後継者育成事業について＞
平成２３年度は１５名の若手後継者に育成資金を支給（累計で１，２０７名）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２１．トライアル雇用制度の促進
全国的に若年 層を中心とした失業率 や非正規雇用の
問題 は深刻で ある。国にお いてトラ イアル雇用制 度を
導入 している が，まだ制度 の周知が 不十分な状況 であ
る。 将来的な 市税収入の向 上，生活 保護費の減少 のた
めに は，正規 雇用を増やす ことが不 可欠であるこ とか
ら，本制度について広報を行い，利用促進を図るこ
と。

ＮＯ．

回

○

３７

答

トライアル雇用制度につきましては，これまでから，京都労働局との連携の下，
制度の周知に努めております。今後も，更なる周知徹底に努めるとともに，制度が
より有効に活用されるよう，引き続き，京都労働局と緊密に連携を図ってまいりま
す。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２２．児童相談所の体制強化
児童虐待件数 の増加に加えて，積極 的な市民通報の
増加 に伴い， 児童相談所の 仕事量は 増加している 。専
門職の加配の計画を立てて予算化していくこと。

ＮＯ．

回

○

３８

答

児童相談所においては，これまでから国の基準を大きく上回る児童福祉司を配置
するなど，体制の強化に取り組んできました。現在，第二児童福祉センターの設置
に向けた取組を進めており，平成２４年度開設に先駆けて，平成２３年度には児童
福祉司や児童心理司の増配置を行いました。今後も児童相談所の更なる機能及び体
制の強化，充実に努めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・第二児童福祉センター運営費

５３，０００千円【新規】

（経過・これまでの取組等）
・児童相談所における児童福祉司・児童心理司の配置数
年
度
19
20
21
児童福祉司
38
39
41
児童心理司
10(5)
11(5)
11(5)

22
23
41
44
12(5)
14(5)
)内は嘱託職員の再掲

(
・児童相談所の体制強化
平成２３年度において「子ども虐待防止アクティブチーム」（２チーム（１０
人）から３チーム（１２人）へ），地域別担当班（４班体制（２０人）から５班体
制（２２人）へ）をそれぞれ１班増配置し，「子ども虐待等ケアチーム」（児童心
理司を１名増配置）の体制強化を図った。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２３．認可外保育施設とその利用者への支援
本市はまだ認 可保育施設の待機児童 がゼロでない上
に， 地域によ っては入所が 厳しく申 請自体を諦め てい
る保 護者が存 在する状況が 続いてい る。現状とし て認
可外 保育施設 は認可保育施 設を補完 する役割を果 たし
ているため，認可外保育施設を利用する市民に対し
て， 認可保育 施設利用者の 自己負担 相当となるよ う利
用助成制度を新設すること。

ＮＯ．

回

３９

答

○

平成２４年度当初の待機児童解消に向けて，保育所の増改築や分園の整備，新設
によって待機児童対策を積極的に推進しており，平成２４年度当初は２３年度当初
の４２０人の定員増に続き，３９０人の定員増とする予定です。

○

認可外保育施設については，保育水準の向上を図るため，平成２４年度から，認
可外保育施設の職員を対象とした研修事業や，一定の水準を満たした認可外保育施
設に対する健康診断助成事業を新たに実施してまいります。

（平成２４年度予算額）
・認可外保育施設研修及び健康診断助成事業

１，５００千円【新規】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２４．病児保育体制の拡充
平成２３年１ ０月，市内で初となる 病児保育サービ
スが 民間病院 との連携でス タートし た。開設後の 利用
状況 や市内各 地域における ニーズを 把握し，平成 ２４
年度は２箇所以上増設をすること。

ＮＯ．

回

○

４０

答

これまで市内５箇所で，病気回復期にあり集団保育が困難な市内在住の０歳から
小学校３年生までの児童を対象とした病後児保育のみを実施していましたが，平成
２３年１０月１日から，病気中の児童も対象とした病児保育を病後児併設型として
新たに実施しました。

○

平成２４年度は，現在の病後児保育１箇所を病児保育に転換することを予定して
おります。今後の病児保育体制については，開設後の利用状況や地域でのニーズに
基づいて，検討してまいります。

（平成２４年度予算額）
・病児・病後児保育（新規分）
・病児・病後児保育（既存分）

８００千円【新規】
３０，６８５千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２５．障がい児者 のガイドヘルパー利用 促進のための情
報発信の充実
ガイドヘルパ ーの存在や制度がまだ 広く知られてお
らず ，障がい 児者やその家 族が生活 上の悩みを抱 え込
んで いる状況 がある。事業 者情報を 全市的に集約 し，
当事者に対してその情報発信の充実を図ること。

ＮＯ．

回

○

４１

答

障害のある方へのガイドヘルプサービスについては，「障害保健福祉のしおり」
等を配布し利用促進に努めており，福祉事務所等の相談窓口においては，単なる情
報提供にとどまらず，必要に応じて事業所探しや利用調整なども行っております。
また，自分で事業所を探す場合に活用できるよう，各相談窓口で事業所一覧表も
配付しておりますが，今後は，ホームページを活用した情報提供についても実施し
てまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２６．妊婦歯科健康診査の公費実施
妊娠中は，つ わりやホルモンの影響 等で，口内の状
態が 変化しや すく，むし歯 や歯周病 にかかりやす くな
るために注意が必要である。また，母親の歯の健康
は， 生まれて くる赤ちゃん にも影響 することが指 摘さ
れている。よって公費で妊婦歯科健康診査を行うこ
と。（妊娠期間中に１回）

ＮＯ．

回

○

４２

答

妊婦歯科健康診査については，各区の保健センターにおける「成人・妊婦歯科相
談」の中で，毎月１回（支所は隔月１回）無料で実施しており，平成２４年度も引
き続き実施してまいります。

（平成２４年度予算額）
・お口の健康サポート事業
（うち成人・妊婦歯科相談関連

８，１５３千円
４，７３５千円）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２７．父子家庭の子ども医療費助成の実施
昨今の社会経 済情勢に鑑み，平成２ ２年８月から父
子家 庭におけ る児童扶養手 当の支給 が始まった。 父子
家庭 も母子家 庭と同じ一人 親家庭で あり，大きな 負担
とな る子ども の医療費につ いても， 母子家庭同様 の制
度を父子家庭にまで拡大すること。

ＮＯ．

回

○

４３

答

福祉医療制度の見直しについては，有識者や府下市町村等で構成する「福祉医療
制度検討会」において，見直しの内容及び時期について具体的に検討を行っている
ところです。検討に当たっては，優先順位をつけて行うこととしており，母子家庭
等医療費支給制度については，平成２４年度において検討を行う予定としておりま
す。
母子家庭等医療費支給制度を父子家庭も対象とすることについては，非常に厳し
い財政状況の下，直ちには困難な状況にありますが，引き続き，京都府及び府下市
町村と協調し，安定的な事業実施が可能となるよう検討してまいります。

（平成２４年度予算額）
・母子家庭等医療費支給事業

医療費
事務費

１，１３１，０００千円
３９，８７７千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２８．民間住宅の長寿命化・エコ化の推進
市内における 住宅総数が世帯総数を 約１０万戸上回
って いる。今 後，更なる人 口減少が 見込まれる中 ，住
宅は 「作って 壊す」フロー 重視から ，「いいもの を作
って ，きちん と手入れして ，長く大 切に使う」温 室効
果ガ ス排出の 少ないストッ ク重視へ の大胆な政策 転換
が求 められる 。民間住宅に おける耐 震補強工事や 断熱
化な どに対す る補助制度を 創設し， 民間住宅の長 寿命
化・エコ化を推進すること。

ＮＯ．

回

○

４４

答

民間住宅における耐震補強工事に対する補助制度については，耐震性能の向上に
確実に寄与する補強工事をあらかじめメニュー化し，簡便な手続により市民や事業
者に利用していただきやすい支援制度「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフ
ォーム支援事業」を創設し，平成２４年度当初から実施してまいります。また，木
造住宅耐震改修助成事業及び京町家等耐震改修助成事業についても，より利用して
いただきやすい制度となるよう見直し，住宅の長寿命化を推進してまいります。併
せて国の住宅エコポイント等を活用した省エネリフォームを積極的にＰＲすること
により，耐震化と合わせた効率的なリフォームを促進し，住宅のエコ化の推進につ
いても努めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業
２３４，０００千円【新規】
・木造住宅耐震改修助成事業
３８，１２０千円【充実】
・京町家等耐震改修助成事業
６，８００千円【充実】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２９．新公共交通社会実験実施に対する支援
公共交通が不 便な市内各所で，地域 主体の交通問題
研究 会等が行 われているが ，コミュ ニティバス等 の新
交通実現は遅々として進んでいない。実現に向けて
は， まず事業 が成り立つか の社会実 験が必要であ る。
「歩 くまち京 都」の推進に 向けて， 本市の政策と して
社会実験実施に対して支援すること。

ＮＯ．

回

４５

答

○

平成２２年１月に策定した「歩くまち・京都」総合交通戦略においては，コミュ
ニティバス等の施策については，地域の住民の利便向上，地域コミュニティの活性
化，高齢者等の外出促進等の効果が期待できるものと位置づけています。

○

本市では，平成２２年度から「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）を推
進する事業として，地域や大学・企業等と連携して取り組むモビリティ・マネジメ
ント（公募事業）を募集しています。その中で，地域が主体となって行うデマンド
交通に関する住民ニーズ調査等についても補助対象といたしました。

○

コミュニティバス等の導入については，地域づくりと一体となった検討が不可欠
であることから，地域の拠点となる区役所，支所と連携を図り，地域の実情に応じ
た支援の検討を行ってまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３０．細街路政策の充実
細街路の多い 京都市内では，面して いる家屋が建築
基準 法上改築 に制限が多い ため，放 置され危険家 屋と
なっ ていると ころが多数あ る。細街 路政策を充実 し，
細街 路を含め た全体として のまちづ くりを考えて いく
こと 。また， その中で一般 細街路と 危険細街路を 区分
し， 一部細街 路については 防災基準 を設けた上で の３
項道 路指定な ど，「モデル 細街路」 設置など先進 事例
構築へ取り組むこと。

ＮＯ．

回

４６

答

○

細街路施策については，本市における現状，これまでの取組における課題を踏ま
え，現在，学識委員及び行政委員（関係局部長級職員）により構成される「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に係る検討会議」を設置し，関係
部局が連携した庁内横断的な検討を行っているところです。平成２３年度中に，木
造密集市街地における取組方針及び細街路対策指針を策定することとしています。
また，早急に対策を講ずべき木造密集市街地や危険な袋路・細街路については，
地域に入ってケーススタディを進めることとしており，地域住民へのヒアリングや
防災対策の働きかけを行い，３項道路指定に向けた具体的な検討や避難経路協定の
活用などに着手してまいります。

○

老朽危険家屋の所有者に対しては，適正な維持管理を行うよう，効果的な指導を
粘り強く行うとともに，建築基準法第１０条に基づく家屋の除却等の命令を行うな
ど，著しく危険で，周囲の安全を確保するために必要があると認められるときは，
行政代執行も視野に入れ，安心・安全の確保に全力で取り組んでまいります。

（平成２４年度予算額）
・細街路対策事業
１０，０００千円【新規】
・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
１７，０００千円
・行政代執行
２０，０００千円
（経過・これまでの取組等）
＜細街路対策に関する取組＞
平成２３年度 「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に係る
検討会議」の設置
（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

４６

答

＜危険家屋に関する取組＞
平成２０年度 東山区危険建築物対策連絡会議の設置
平成２２年度 京都市建築物安心安全実施計画推進会議 危険建築物対策分科会
の設置
平成２３年度 各区役所へ危険建築物対策連絡会議の設置等の働きかけ

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３１．「歩いて楽しい東大路」の実現
東 大路 通の歩 道拡 幅など の検 討を具 体的 に生活 者に
見え る形で更 に推し進める こと。そ の際に，歩道 のほ
ぼ中 央に電柱 が埋設されて いる箇所 や勾配のきつ い歩
道の 改善を行 うこと。また 夏のきつ い日差しを和 らげ
るた めの歩道 の緑化推進を 更に進め ，積極的に街 路樹
の植樹計画も検討すること。

ＮＯ．

回

○

４７

答

東大路通については，平成２２年度に地元住民が主体となって設立された「歩い
て楽しい東大路をつくる会」において，東大路通の整備の方向性や課題解決に向け
た対策等を取りまとめた「歩いて楽しい東大路整備基本構想」が策定されました。
この整備基本構想の実現に向け，市民，道路管理者，公共交通事業者等関係機関
等で構成する「京都市東大路通歩行空間創出推進会議」を開催し，東大路通を安
心・安全に歩くことができる空間を創出することを示した「京都市東大路通整備構
想」を策定するとともに，通過交通の周辺道路への分散化や路上駐車・荷捌き対策
など，道路空間の見直しに伴う課題の解決に向けた検討を行ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・「歩いて楽しい東大路」における歩行空間の創出

３，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成２２年 ７月 「歩いて楽しい東大路をつくる会」の設置
平成２３年 ２月 ニューズレター「みんなでつくる「歩いて楽しい東大路」」を
発行し，「つくる会」の活動を東山区民に周知
３月 「つくる会」において「歩いて楽しい東大路」整備基本構想を
策定
５月～
同整備基本構想を基に道路管理者と協議
６月 ニューズレター「みんなでつくる「歩いて楽しい東大路」」を
発行し，「歩いて楽しい東大路」整備基本構想を東山区民に周知
平成２４年 ３月 シンポジウム「みんなで歩いて楽しい東大路」を開催予定
第１回「東大路通歩行空間創出推進会議」を開催予定

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３２．駐輪場整備への助成制度の拡大
放置自転車対 策には駅周辺や中心部 での駐輪場の整
備が 必要だが ，付置義務が 課せられ る以前につく られ
た駅 や集客施 設などについ ては，駐 輪場がない場 合が
多い。現状の民間自転車等駐車場整備助成金制度で
は， 集客施設 が利用客向け に駐輪場 を設置する場 合は
対象 にならな い。既存の集 客施設の 事業者による 駐輪
場設置を促進するように，助成制度を拡充すること。

ＮＯ．

回

４８

答

○

集客施設への駐輪場付置義務は，原因者負担の考え方に基づき，駐輪需要の発生
元である施設設置者に駐輪場の確保を求めるものであり，既存施設に対しても条例
において，努力義務を課しております。したがって，「京都市民間自転車等駐車場
整備助成金制度」による助成対象とすることは困難でありますが，今後，既存施設
の駐輪場設置促進策を研究してまいります。

○

鉄道事業者については「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合
的促進に関する法律」において積極的な協力義務が課されていることから，「京都
市民間自転車等駐車場整備助成金制度」の助成対象から除外しております。

（平成２４年度予算額）
・京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度

２８，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成２１年度 「京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度」の運用開始
集客施設に対する駐輪場付置義務の強化

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３３．消防団施設の耐震整備
現在，消防分 団の器具庫や詰所のう ち，まだ３１箇
所で 耐震化工 事が必要であ ると判定 されている。 当該
分団 や地域に 対して補助制 度の周知 と耐震工事の 重要
性を 理解いた だき，平成２ ４年度は １０施設以上 で実
施できるよう努めること。

ＮＯ．

回

○

４９

答

耐震診断の結果，改修が必要であると判断された消防団施設の耐震改修について
は，消防団施設の補助制度を優先的に活用し，耐震化の促進を図っております。
今後も引き続き，耐震改修の必要性と補助制度を周知し，消防分団長をはじめ地
元の方々と緊密な連携のもと，消防団施設の耐震改修が積極的かつ計画的に進めら
れるよう努めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・消防団施設新築等補助金

２５，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成１３年度～平成１７年度
消防団施設の耐震診断を実施
平成１８年度 消防団施設の補助制度を改正し，耐震診断の結果，改修が必要とさ
れた消防団施設の修繕に対する補助を充実（補助上限額：１３０万円
→３５０万円，補助率：３分の２→５分の４）
平成１８年度～平成２２年度
耐震改修に関する具体的なアドバイスを行う耐震化アドバイザーの
派遣事業を実施

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３４．バス待ち環境の改善
バスロケーシ ョンシステムについて は，市バス停留
所と ともに， 地下鉄駅へも 拡大して 導入すること 。ま
た， 上屋もベ ンチもないバ ス停が多 いため，バス 待ち
環境改善を一層図ること。

ＮＯ．

回

○

５０

答

バス待ち環境の改善については，バスロケーションシステムの設置を順次進めて
おり，バス停留所１，５７５箇所のうち２８５箇所（平成２３年１２月末現在）に
設置しております。地下鉄駅においては，市バスとの接続系統数の多い９駅に「市
バス接近表示器」を設置しており，引き続き，適切な運用に努めてまいります。
また，平成２１年度から広告付きバス停留所上屋整備事業に取り組み，積極的に
上屋やベンチの整備を進めているところであり，今後とも，道路幅員等の諸条件が
整えば地域要望にできるだけ応えることができるよう，積極的にバス待ち環境の向
上に努めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・バスロケーションシステム設置
・バス停留所ベンチ設置

９，０００千円
４，０００千円

（経過・これまでの取組等）
広告付きバス停
４５箇所設置済（平成２３年１２月末現在累計）
ベンチの設置（新設・更新） １００箇所（平成２２年度）
７９箇所（平成２３年１２月末現在）
地下鉄駅でのバスロケーションシステムの設置：
今出川駅，丸太町駅，四条駅，東山駅，九条駅，二条城前駅，二条駅，
西大路御池駅，太秦天神川駅 計９駅

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３５．市立小中学校生徒への通学費助成の拡充
広範な学区な どでは通学に際して交 通機関の利用が
不可 欠な児童 生徒がおり， 従来から 通学費につい て一
定の 助成がな されてきた。 しかし， 学校の統廃合 など
によ り通学事 情は変化して きており ，その結果助 成額
や負 担額に差 が生じている 。教育の 機会均等の観 点か
ら，通学費の全額助成を実施すること。

ＮＯ．

回

○

５１

答

遠距離や身体上の理由等のため，交通機関を利用している児童・生徒について，
就学援助準要保護児童生徒は通学費負担の全額，それ以外の児童生徒は１箇月の通
学費の基準額を超える部分を補助しています。また，平成２２年度からは，対象者
が同一世帯に２人以上いる場合，１箇月の定期代が最も高い者以外の通学費負担を
全額補助するなど制度の充実も図っており，今後とも，現行制度を継続し保護者負
担の軽減を図ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・遠距離通学補助事業

２８，７８０千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３６．学校給食のフードマイレージ導入
地産地消を一 層推進するために，ま ずは学校給食の
フー ドマイレ ージを算出し ，その低 下に向けた取 組を
実施 する。更 に，その取組 を授業に 取り入れ，食 育を
推進 すること 。その上で広 く取組を 広報し，市民 の地
産地消の意識を高めていくこと。

ＮＯ．

回

○

５２

答

本市では，毎日約７２，０００食もの小学校給食を提供しており，安定的な給食
運営においては，様々な産地の食材を使用せざるを得ない状況にありますが，新
「京・食育推進プラン」を踏まえ，京野菜を献立に取り入れるなどの地産地消を進
めるとともに，食に関する指導にも活用しており，今後とも，フードマイレージの
取組の検討も含め様々な観点から地産地消（知産知消）の推進に取り組んでまいり
ます。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３７．お弁当の日の取組の拡大
現在，池田東 小学校で独自で行われ ている。食育，
道徳 教育に効 果がある，お 弁当の日 の取組を，他 都市
の状 況も検証 しながら，教 育委員会 が主体的に， 全市
的に取り組むこと。

ＮＯ．

回

５３

答

○

「お弁当の日」については，子どもたちが自ら食材を準備し，一人でお弁当を作
って，学校に持ってくる体験活動であり，食への感謝の醸成，食材の購入を通じた
経済観念の育成など様々な教育効果が期待できる取組と認識しております。

○

また，新「京・食育推進プラン」においては，「お弁当の日」を各行政区１校程
度で実施することを目標に掲げ，現在，４校で実施するとともに，グループごとに
お弁当を作るなど「お弁当の日」につながる取組を１０校程度で実施しておりま
す。今後とも，家庭，地域，関係機関等との連携の下，「お弁当の日」をはじめと
する各学校の特色ある取組の充実・拡大に努めてまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３８．公教育における職業教育の充実
労働法や社会 保障制度の学習は社会 の時間で行われ
なが ら，工業 高校を中心に 任意で行 われている。 本当
に役 に立つ知 識を身につけ るために は，更なる時 間が
必要 であるの で，カリキュ ラムの中 に取り入れ， 生き
る力をつける教育を行うこと。

ＮＯ．

回

５４

答

○

本市では，小・中学生が社会や経済の仕組みについて体験を通して学習する「ス
チューデントシティ・ファイナンスパーク学習」や京都の企業創業者・科学者等の
努力や情熱を知る殿堂学習とモノづくりの体験活動を行う「京都モノづくりの殿
堂・工房学習」，中学生が職場体験や勤労体験等を行う「生き方探究・チャレンジ
体験推進事業」の実施など，子どもたちが地域や社会との関わりの中で生き方を考
えることで，望ましい職業観・勤労観を育み，生きる力を醸成する「生き方探究教
育」を推進しており，今後とも，充実に努めてまいります。

○

市立高等学校においては，日々の授業で，労働者の権利や職業等について学ぶと
ともに，とりわけ，就職希望生徒が多い洛陽・伏見の両工業高校では，社会保険労
務士やハローワーク等の専門家を講師として招き，労働条件，関連法規，社会保障
制度等について学ぶ機会を設けることなどに取り組んでおり，今後とも，産業界と
連携・協働し，職業観・勤労観育成に取り組んでまいります。

（平成２４年度予算額）
・「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業
・スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業
・京都こどもモノづくり事業推進

４６，４９５千円
１７，２０５千円
１１，１５３千円

（経過・これまでの取組等）
平成１２年度 「生き方探究・チャレンジ体験推進事業」開始
平成１８年度 「スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業」開始
平成２０年度 「京都モノづくりの殿堂・工房学習」開始（モデル実施）
平成２３年度 「生き方探究・チャレンジ体験推進事業」を全中学校で実施予定
「スチューデントシティ」を全小学校で「ファイナンスパーク」を
中学校４９校で実施予定
「京都モノづくりの殿堂・工房学習」を小学校６８校で実施予定

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３９．京都市版ＣＡＰの実施
「エンパワメ ント」「人権意識」「 コミュニティ」
を養 う「子ど もの暴力防止 プログラ ム（ＣＡＰ） 」を
学校現場で実施する自治体も出てきている。
よって，ＣＡ Ｐの主旨や，理念，重 要性を十分理解
し， その要素 を凝縮した京 都市オリ ジナルのプロ グラ
ムを構築し，現場で実践すること。

ＮＯ．

回

○

５５

答

本市では，子どもたちが身近に迫った危険から，自分自身を守るためのプログラ
ムであるＣＡＰの重要性を認識し，これまでから教員研修や実践研究に取り組むと
ともに，各学校においてはＰＴＡ・地域と連携した活動も実施されております。今
後とも，実践研究の成果を全市に広げるなど，ＣＡＰの趣旨や理念，重要性を生か
し，子どもの安心・安全につながる取組を進めてまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成１６・１８年度
「安全教育研修講座」の実施
平成１７年度 「人権教育講座」の実施
平成１９年度 「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」モデル地区で実践研究
を実施（正親学区，松ヶ崎学区）
平成２０年度 「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」モデル地区で実践研究
を実施（桃山南学区）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

Ⅳ 地域別要望
北区
○ 来年４月に京都バスが撤退する雲ヶ畑地域におい
て， 住民や地 域を訪れる観 光客の交 通の確保に取 り組
むこと。

ＮＯ．

回

５６

答

○

北区雲ケ畑地域については，地域住民の代表や学識経験者，バス事業者，区役所
等の行政機関で構成する「雲ケ畑地域における公共交通のあり方検討会議」を設置
し，地域住民の交通手段等を把握してまいりました。

○

京都バスの雲ケ畑地域からのバス路線撤退に伴い，北区雲ケ畑地域の生活交通の
維持方策について，雲ケ畑地域の住民，区役所等の行政機関が連携して検討を進め
た結果，平成２４年４月以降，京都バスに替わる地域を主体とした新たな生活交通
の導入を実現することができることとなりました。

○

今後とも，新たな生活交通が持続的に運行されるよう地域住民と連携してまいり
ます。

（経過・これまでの取組等）
平成２１年 ６月 公共交通不便地域のあり方検討ワーキンググループの設置
平成２２年 ７月 雲ケ畑地域における公共交通のあり方検討会議の開催
１０月 雲ケ畑地域の生活交通を維持するためのアンケート調査の実施
平成２３年 ５月 京都バスが雲ケ畑地域からのバス路線撤退を表明
９月 京都バスが国土交通省に路線廃止の届出を提出
平成２４年 １月 新たな生活交通の導入について，雲ケ畑地域における公共交通
のあり方検討会議で合意

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

渋滞多発箇所である御薗橋の拡幅架け替え工事の早期
着工に向け，必要となる事業を進めること。また，接続
する賀茂川紫竹線の拡幅工事を着実に推進すること。

ＮＯ．

回

５７

答

○

御薗橋改修については，平成２１年度の予備設計の結果，現在の２倍の幅に橋を
架け替えるとともに，御薗橋東側の道路も拡幅するなど抜本的な整備を実施するこ
ととしました。平成２３年度には東側道路の区域決定を行ったところであり，平成
２４年度は用地測量，移転対象となる補償物件の調査を行い，早期の用地買収，工
事着手を目指します。

○

御薗橋西詰五差路の整備（街路事業賀茂川紫竹線）については，用地買収率が９
９％に達し，平成２３年１２月に工事に着手したところであり，平成２５年度早期
の完成を目指し工事を進めております。

（平成２４年度予算額）
・御薗橋（用地測量費，物件調査費）
・賀茂川紫竹線（京都貴船線）工事費等

１５，５００千円
１４３，４００千円

（経過・これまでの取組等）
平成２０年度 地元，商店街，上賀茂神社，学識経験者による「御薗橋デザイン検
討会」を設置。デザインの提言を受ける。
平成２１年度 御薗橋改修の予備設計
平成２２年度 予備設計の検討内容を議会及び地元に説明
平成２３年度 御薗橋東側の道路区域を決定，賀茂川紫竹線の工事に着手

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

北区には４つ の大学があり，それら の研究成果を生
かし たまちづ くりの取組が 進められ ている。特に 高齢
者の居場所づくりや商店街や過疎地域の活性化など
に， 大学の研 究成果や学生 と協力し た取組を推進 する
こと。

ＮＯ．

回

○

５８

答

大学との連携については，「北区民春まつり」における学生スタッフの参画や，
大宮学区において佛教大学と連携した「防災と福祉のまちづくり」に取り組んでお
ります。平成２４年度には，新たに創設する「京都ならではの地域力を活かした協
働型まちづくり『区民提案・共汗型まちづくり支援事業』」において，大学の教育
研究成果の活用と学生の地域活動の参加を促し，様々な団体と連携して，過疎地域
の活性化や安心安全のまちづくり，独居の高齢者等の交流の機会づくりなどに取り
組んでまいります。

（平成２４年度予算額）
・北区北部山間地域まちづくり構想策定事業
・北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業
・気軽に集い学びあう交流の機会づくり事業
・一人暮らしの高齢者などの困りごと支援育成事業
・北区民ふれあい事業

４，４５７千円【新規】
２，８００千円【新規】
３００千円【新規】
３００千円【新規】
４，４６３千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

上京区
○ 商店街，伝統 産業，地域が抱えてい る課題解決のた
め， 地域・商 店街が中心と なり，伝 統産業，大学 ，警
察， 上七軒， 神社仏閣等の 横断的協 力のもと，行 政が
でき るかぎり サポートし， 上京区総 合文化フェス ティ
バルを開催すること。

ＮＯ．

回

○

５９

答

上京区の個性を生かしたまちづくりの指針となる上京区基本計画では，区民と共
に汗して協働する「共汗」を基本に据え，これまでから行政と地域，各種団体等と
の連携のもと，区民相互の交流とふれあいを深めることを目的として，模擬店や遊
びコーナー，各種相談コーナーなどを設けた「上京区民ふれあいまつり」を開催し
ているところです。
上京区総合文化フェスティバルの開催については，今後，地域の意見を聞きなが
ら，平成２４年度から開始する地域と志縁団体の連携を強化し,情報交流を行うた
めの「上京ふれあいネット」や，「区民提案型支援事業」の活用も視野に入れ，検
討してまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

平成２６年に 完成する上京区総合庁 舎でワンストッ
プサービスを実施すること。

ＮＯ．

回

６０

答

○

平成２３年度にＩＴ活用による窓口サービス向上に向けたシステム導入に関する
調査を実施し，その結果に基づき，来庁される市民の方に大きなニーズがある「手
続き漏れの防止」「申請書を記入する負担の軽減」を図ってまいります。
具体的には，住基システムを改修し，転入や転出の手続等で区役所に来られた来
庁者に対して，他に必要な手続きを年齢要件等によりシステムが自動的に判定し，
来庁者に応じた案内書を出力することにより，手続き漏れを防ぎます。また，その
案内書に基づいて訪れた窓口（一部の窓口を除く。）では，来庁者の住所，氏名等
をあらかじめ印字した申請書を作成することにより，来庁者の負担を軽減する仕組
みを構築します。
平成２４年度にシステムを開発し，今後，上京区総合庁舎を含めた全区役所・支
所において，２５年度中の導入を目指します。

（平成２４年度予算額）
・区役所における窓口案内サービスの推進事業

２４，７００千円【新規】

（経過・これまでの取組等）
平成２３年度 ＩＴ活用による窓口サービス向上に向けたシステム導入に関する調
査を実施して，本市の区役所窓口の現状の分析と課題の洗い出し，課
題に対して有効と思われる施策を導入している他都市の事例調査を行
うことにより，本市にとって最適なシステムの検討を行いました。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

御所の西側・ 北側の歩道が狭く，歩 行者と自転車の
接触 事故が多 発している。 歩道の拡 幅などの安全 対策
を講じること。

ＮＯ．

回

○

６１

答

京都御苑周辺の歩道については，歩行者と自転車との接触事故や御苑側水路への
転落事故の危険性が高いことから，安全対策を検討しています。平成２３年度は，
バス待ちの人と通行人が輻輳し，改善を求められている烏丸今出川バス停（今出川
通西行）付近についてデッキ等の設置工事を行いました。
平成２４年度は，烏丸通の横断歩道部においてデッキ等を設置する予定です。

（平成２４年度予算額）
・京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業

１２，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成１４年～
環境省京都御苑管理事務所と協議を行い，丸太町通について一
部歩行者安全対策を実施
平成２１年１１月 御苑周辺の安全な交通環境に関する全体計画の策定を開始
平成２２年 ３月 環境省京都御苑管理事務所と御苑周辺の安全な交通環境に関す
る全体計画について協議を開始
平成２２年 ７月 環境省が京都市の計画案を基本的に了承

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

ＮＯ．

容

左京区
○ 左京区新総合 庁舎が開所して一年近 くになる。交通
アク セスの改 善が進むよう に，北泉 通の新橋架橋 の早
期実 現を図る とともに，公 共交通網 の見直しを進 める
こと。

回

６２

答

○

左京区総合庁舎への交通アクセスの向上につながる都市計画道路北泉通の整備に
ついては，未整備区間（国道３６７号から松ヶ崎東通間）の事業化に向けて地元及
び関係機関との協議を進めており，今後は，都市計画変更を行った後，事業認可を
取得し，事業に着手してまいります。

○

左京区総合庁舎へのアクセスについては，旧庁舎のあった吉田地区からのアクセ
スはもとより，岩倉・上高野方面からのアクセスについても考慮して，可能な限り
公共交通を利用して来庁できるよう市バス６５号系統の経路を，左京区総合庁舎前
を通る経路に変更するとともに，京都バスにも協力を求め，路線を延長していただ
くなど，来庁される皆様の利便性確保を図りました。

○

新庁舎の開庁後も引き続き，区役所や関係部局が連携して，交通アクセスに関す
る意見交換を行っており，区民の皆様からの声やバスのご利用状況などの把握に努
めるとともに，交通アクセスについて検討を行ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・都市計画道路北泉通

用地測量費・家屋調査費

（経過・これまでの取組等）
○ 都市計画道路北泉通
平成２０年度～２２年度
平成２３年度～

８，３００千円

街路基本調査の実施
都市計画変更手続の開始

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

旧区役所跡地 については，京都大学 に研究施設など
への 活用を働 きかけるとと もに，南 側駐車場跡地 につ
いて は，地元 住民が活用で きる福祉 施設や自治会 館，
消防器具庫などの立替地として確保されたい。

ＮＯ．

回

６３

答

○

旧区役所跡地については，京都大学に跡地を大学施設として有効活用していただ
くことが，地域の振興，さらに京都市全体の発展にとって最善の策と考えており，
その実現に向け，引き続き京都大学と協議・調整を続けてまいります。

○

南側駐車場跡地については，現時点で売却先は未定でありますが，左京のまちづ
くりに資するよう，総合的な検討を行ってまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

二ノ瀬トンネルの着工に向けて準備が進んでいる
が， 久多，広 河原，花背， 百井など 北部山間地域 の道
路網整備について，改善を図ること。

ＮＯ．

回

６４

答

○

北部山間地域については，災害時の孤立を防止し，医療機関へのアクセス，救援
物資等の搬送ルートの確保のため，財政状況を勘案しながら，今後も道路整備を防
災の観点から行うとともに，災害防除工事など整備を進めてまいります。

○

二ノ瀬バイパスについては，平成２１年度から梶取橋周辺で道路拡幅工事に着手
し，平成２３年度には静市側のトンネル南側坑口部分の工事に着手しました。ま
た，用地買収についても，地元の皆様の協力を得て，現在９８％の進捗率となって
おります。平成２４年度からはトンネル工事に着手し，平成２６年度にはトンネル
も開通する予定です。

○

二ノ瀬バイパスの関連道路である下鴨静原大原線の市原交差点～叡山電鉄踏切間
については，平成２６年度の二ノ瀬バイパス開通までに市原小学校側に歩道を設置
するとともに，車道も２車線に整備する予定で，地元地権者の了解を得て測量作業
を実施しております。叡山電鉄踏切につきましても，平成２６年度中に拡幅する予
定で，現在叡山電鉄と協議を進めており，上記の道路工事と合わせて拡幅改良工事
を実施する予定です。

（平成２４年度予算額）
・災害防除（上黒田貴船線他２路線）
・二ノ瀬バイパス 水文調査費・工事費等
・下鴨静原大原線 物件調査費・工事費等
・防災カルテ調査業務（更新）
（経過・これまでの取組等）
平成８年度及び９年度
平成９年度～平成２２年度

１５７，９００千円
８２０，０００千円
９６，０００千円
１０，０００千円

道路防災総点検実施，防災カルテ作成
防災カルテで対策が必要な箇所について，防災対策
工事を実施

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

長年の区民の 要望である左京地域体 育館の設置につ
いて は，宝ヶ 池運動公園が 候補地と なっている。 近隣
住民の理解を得て，早期に実現すること。

ＮＯ．

回

○

６５

答

左京地域体育館の設置については，当該候補地を現在，放置自転車の保管所（宝
が池保管所）として使用しており，この保管所の移転先の確保や整備財源の確保等
様々な課題がありますが，引き続き整備に向けた取組を進めてまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

東山区
○ 新十条トンネ ル上部利用について， 地域住民にとっ
ては 唯一無二 の貴重な空間 である。 跡地利用に当 たっ
ては ，激しい 周囲の交通往 来の緩和 や憩いの場と して
の緑 地空間と いった概念も 含めて総 合的に検討す るこ
と。 また，地 域住民の思い も含めて 取り組んで行 くこ
と。

ＮＯ．

回

○

６６

答

新十条通のトンネル上部利用については，地元の要望や市会からの意見を踏まえ
て，沿道地域の活性化や環境の改善を図る用地活用の方針を示した「新十条通上部
利用計画」を策定しています。

○

現道（本町下高松通）は京阪電車の鳥羽街道駅に接続していますが，幅員が狭く
歩道も設置されていないことから，新十条通の整備により創出された空間を活用
し，現道を南側に拡幅（幅員１４ｍ）する都市計画変更を平成２１年度に行い，歩
車分離による歩行者の安全性の向上や防災空間を確保し，地域住民の生活環境の向
上を図ります。
本町下高松通拡幅工事については，平成２３年１０月に地元説明会を開催し，平
成２４年度から本工事に着手する予定です。

○

新十条相深１号公園（仮称，師団街道十条通交差点南西角）の整備については，
平成２３年度中に実施設計を完了し，平成２４年度は，工事に着手し，開園に向け
て取り組んでまいります。

（平成２４年度予算額）
・本町下高松通
２９９，５００千円
・新十条相深１号公園（仮称）整備 ４６，９８８千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年度 新十条相深公園整備事業

用地買戻し，測量，実施設計

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

白川筋を三条 通まで抜け道として利 用する車が後を
絶た ない。歩 いて楽しむ空 間を増や すためにも改 善策
を検 討するこ と。また，交 差点前の 右左折レーン が少
ない ため交通 停滞が生じて いる。現 場の状況を改 めて
確認し，交通渋滞解消策を検討すること。(例：東山五
条交差点など)

ＮＯ．

回

６７

答

○

白川筋の車両通り抜けの問題については，これまでから，地元住民からの改善要
望をいただいております。引き続き，歩いて楽しいまちづくりを進めるとともに，
白川の環境保全を図る観点から，交通規制等の課題を研究し，関係機関への働きか
けを進めてまいります。

○

交通渋滞の解消策については，現場の状況を改めて確認し，道路幅の拡幅等を行
える場合は，関係機関との協議を行ったうえで，右左折レーンの設置を検討してま
いります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

東山開睛館の 隣に購入した登り窯の 跡地の活用方法
とし て，伝統 産業特に京焼 ・清水焼 への理解が深 まる
施設 として検 討すること。 また，地 域生活者の思 いも
含め て議論し ていくこと。 なお，全 体の枠組みを 作る
部分には民間力の活用も検討すること。

ＮＯ．

回

○

６８

答

本市が購入した，貴重な文化遺産である登り窯を有する藤平陶芸跡地について
は，京都市立開睛小中学校の学校教育だけではなく，まちづくりや観光・伝統産
業・伝統文化の振興・発信も視野に入れて，活用方策についての検討を進めてまい
ります。

（平成２４年度予算額）
・元藤平陶芸敷地整備事業

４６，３６１千円

（経過・これまでの取組等）
平成２０年 ５月 学校敷地として藤平陶芸跡地を購入（約１，９３０㎡）
平成２３年度
基本的な敷地情報の基礎調査を実施

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

山科区
○ 本市からも多 額の費用を捻出し建設 された阪神高速
京都線新十条トンネルであるが，高額な通行料のた
め， 斜久世橋 線が開通した 現在でも ，当初の通行 予想
台数 をはるか に下回ってい る状況で ある。山科区 で深
刻な 慢性的道 路渋滞の緩和 ，それに 伴うＣＯ２・ ＮＯ
Ｘな どの発生 抑制のために も，市民 が気軽に利用 可能
な通 行料設定 を，出資者と して阪神 高速と協議す るこ
と。

ＮＯ．

回

○

６９

答

京都高速道路の利用料金の引下げについては，これまでから阪神高速道路株式会
社及び国に対し強く働きかけており，現在，ＥＴＣ車を対象に割引が実施されてい
ます。
一方，国においては，高速道路の料金制度や整備手法についての検討を行ってい
るところであり，今後も，国の動向に注視しつつ，更なる利用促進の観点から，阪
神高速道路株式会社及び国に対し，引き続き働きかけてまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

地域によって公園の整備にかなりのばらつきがあ
り， 古くから ある住宅街に はほとん ど公園が無い 所も
多い 。地域の 空き地を借り 上げ等し て，ミニ公園 の設
置を 進め，子 どもの安全な 遊び場・ 地域住民の憩 いの
場・災害時の避難場所の確保を求める。

ＮＯ．

回

○

７０

答

身近な公園の整備に当たっては，歩いて行ける範囲にバランス良く配置すること
を目指しています。そのため，用地買収を伴う通常の公園整備に加え，地域の未利
用地を活用する借地型の公園等の検討も進め，地域の皆様が安心して過ごせる公園
を整備してまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２３年７月 市民公募型緑化推進事業における借地型公園候補地の公募

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

他の区に比べ て幹線となる道路が少 なく，狭隘な道
であ ってもメ インの通りと なり，車 の通行量が非 常に
多く ，歩行者 ・構造物・対 向車との 接触事故が後 を絶
たな い。既に 両側に家等が 立ち並ん でいるため， 拡幅
は難 しい状況 であるが，無 電柱化等 ，現状改良に よる
道路環境の整備に対する予算を求める。

ＮＯ．

回

７１

答

○

無電柱化については，「歴史都市・京都創生策Ⅱ」に位置付けた重点整備対象路
線約１５０ｋｍを中心に，整備を推進しております。
整備に際しては，１ｋｍ当たり約５億円の公費が必要であり，また，これとは別
に入線・引込・抜柱等の費用として電線管理者（電気・通信等）も１ｋｍ当たり約
２億円の負担が必要となるほか，電力需要量に応じて道路上（主に歩道）に地上機
器（あるいはその代替となる変圧器を載せた照明柱）を設置する必要があるため，
場所によっては通行スペースがより狭くなること等の理由から，狭隘な道路環境の
改善のみを目的とする事業としては考えておりません。

○

しかし，拡幅が困難である狭隘道路における交通安全対策としては，これまでか
ら，路側線やポールコーンの設置・補修による歩行者空間の確保や，交差点部にお
けるカラー舗装化やカーブミラーの設置を実施しており，今後も引き続き，安心・
安全な通行環境のため，予算確保に努めてまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

中京区
○ 西小路通丸太 町～旧二条通間（３６ ０ｍ）の拡幅工
事に ついては 平成４年に事 業着手さ れ，現在実質 的に
用地買収は完了し，埋蔵文化財の調査が行われてい
る。 調査には 多額の費用が かかるた め数年に分け て実
施す るとされ ているが，早 期に所要 の予算を確保 し完
成を図ること。

ＮＯ．

回

７２

答

○

西小路通拡幅事業については，用地買収率は約９９％となっており，平成２３年
度は埋蔵文化財発掘調査に着手しました。今後も引き続き埋蔵文化財発掘調査を進
めていきますが，調査には多額の費用を要することから，数年に分けて調査を実施
する予定です。
今後も用地の早期取得に努めるとともに，予算確保に努め，早期完成を目指して
まいります。

（平成２４年度予算額）
・西小路通 埋蔵文化財発掘調査費

５０，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成２０年度
道路詳細設計を実施
平成２３年度～ 埋蔵文化財発掘調査に着手

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

平成２５年度 までに着手を目指す無 電柱化候補路線
が取 りまとめ られた。中京 区におい て路線認定さ れた
とこ ろについ て，住民の理 解を得た 上で，無電柱 化を
推進すること。（例：新町通：御池通～松原通）

ＮＯ．

回

７３

答

○

平成２５年度までに着手を目指す無電柱化候補路線については，中京区内では，
河原町通（御池通～三条通）について現在電線共同溝新設工事を実施している他，
未着手路線としては新町通（御池通～松原通），後院通（千本三条～四条大宮），
三条通（河原町通～三条大橋），押小路通（神泉苑通～千本通）があります。

○

これら未着手路線については，沿道を中心とした周辺住民の方々の合意と協力
（特に地上機器設置箇所の確保），電線管理者との合意といった諸条件が揃った路
線から，本市の財政状況を踏まえながら，順次推進してまいりたいと考えておりま
す。

○

特に，新町通については，祇園祭の巡行ルートとしても重要な路線であり，無電
柱化の必要性は高いと考えておりますが，道路幅員が狭く，また電力需要量から地
上機器の必要数も多く，地上機器の設置箇所の確保が大変困難なため，これからも
沿道住民の方々との緊密な対話を継続し，問題の解決につなげてまいりたいと考え
ております。

（経過・これまでの取組等）
平成２０年 ２月
明倫学区を対象に新町通の無電柱化についての第１回学習会
（新町通の無電柱化に関する出前トーク）を実施
平成２０年１１月～平成２１年３月
予備設計・地下埋設物調査を実施（御池通～四条通間：
７５０ｍ）
平成２１年 ８月
明倫学区，龍池学区合同で「無電柱化基礎調査結果報告会」
を実施（明倫学区及び龍池学区自治連合会役員）
平成２１年１１月
明倫学区を対象に「新町通で考えられる無電柱化の方式」に
ついて勉強会を実施（地元役員４名，関西電力）

（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２３年

７月

平成２３年１０月
平成２３年１１月

７３

答

明倫学区自治連合会の新役員と新町通の無電柱化についての
協議を実施
「環境と交通を守る会」(後院通)主催の住民説明会を実施
「後院通をよくする会」主催の住民説明会を実施

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

下京区
○ 平成２４年春 に京都水族館がオープ ンする。また，
鉄道博物館の建設計画もあり，周辺は大きく変貌す
る。 この機会 に，京都市中 央卸売市 場第一市場や 七条
通を中心とした周辺地域の活性化の取組を進めるこ
と。

ＮＯ．

回

７４

答

○

梅小路公園における水族館の開業及び鉄道博物館の建設計画は，梅小路公園はも
とより，周辺地域や経済，産業の活性化に大きく寄与する起爆剤です。また，家族
連れや若者など新たな京都ファンの誘致にもつながる新しい魅力が誕生すること
は，質の向上を目指す京都観光に大きく寄与することが期待されます。

○

水族館開業までに，既存予算を活用し，ＪＲ京都駅から最短距離となる歩行者空
間（梅逕緯２号線）のカラー舗装補修と併せて七条七本松交差点，七条入口交差点
の改良など，周辺整備を行ってまいります。
また，歩行者の回遊性向上と地域活性化を目的として，安心安全な歩道整備を実
施してまいります。平成２４年度は，七条通（大宮通～ＪＲ高架下）における道路
設計を行ってまいります。

○

京都駅から梅小路公園周辺の豊富な観光資源を歩いて回遊できる新たな観光エリ
アを創出するため，平成２３年度に「京都市観光案内標識アップグレード指針」に
基づく観光案内標識の整備に着手しました。また，水族館と周辺の豊富な観光資
源，商店街等の商業施設にスポットをあてたエリアマップを作成するとともに，情
報通信技術（ＩＣＴ）の活用により，積極的に情報を発信しております。

○

加えて，第一市場では，民間活力を導入し，本市場の新鮮な魚を使った賑わいの
施設である「すし棟」の整備を進めております。さらに，京都ならではの食材や食
文化について楽しく学べる調理実習室などを備えた食文化普及啓発施設を，場内業
者が平成２４年１０月に竣工予定の青果配送加工センターに併設してまいります。

（次ページに続く）

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
○

７４

答

今後，新たな京都の魅力づくりを目指して，梅小路公園をはじめ，京都リサーチ
パーク，中央卸売市場第一市場，商店街，文化・観光施設，大学などが集積する下
京区西部エリアの活性化を目的とした将来構想の策定に向け，地域の施設や団体，
事業者，学識経験者，行政等が参画する，産・学・公・地域連携検討会議を設置
し，地域資源やポテンシャルについての勉強会やワークショップ等の開催を通じ
て，民間活力を活かした地域活性化のための機運の醸成を図ってまいります。

（平成２４年度予算額）
・下京区西部エリアの活性化をめざす産・学・公・地域連携検討会議の設置
２，０００千円【新規】
・七条通歩道整備 測量設計 １８，６００千円【新規】
（経過・これまでの取組等）
平成２２年 ５月 本市が水族館（公園施設）の設置許可
７月 水族館建築確認済証交付・施設建築着工
平成２３年 ９月 「京都市観光案内標識アップグレード指針」策定
１１月 水族館完了検査・検査済証交付
１２月 オリックス不動産が水族館開業日（平成２４年３月１４日）
を公表

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

崇仁地域につ いて，民間の力を活用 したまちづくり
を行うこと。

ＮＯ．

回

７５

答

○

崇仁地区のまちづくりについては「京都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会」か
らの報告を踏まえ，平成３２年度を目途に住宅地区改良事業を完了させるため，土
地区画整理事業との合併施行を進めています。

○

今後，合併施行により生み出される新たな土地については，市民，民間事業者，
ＮＰＯなどの多様な主体に参画いただき，将来展望に向けた様々なアイデアを検討
してまいります。

○

また，具体的な施設の導入に当たっては，公平性や透明性を確保したうえで，適
切な民間活力の活用を図ります。

（平成２４年度予算額）
・住宅地区改良事業 １，６８０，０２１千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年 ８月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業
１０月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業
（９月市会）

都市計画決定
施行規程議決

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

南区
○ 東九条地域の 小中学校統合が進んで いるが，学校跡
地の 活用につ いては地域住 民と協議 の上，京都駅 南側
のまちづくりに寄与できる施設の誘致を図ること。

ＮＯ．

回

７６

答

○

小学校及び中学校跡地活用に当たっては，平成２３年１１月に策定した「学校跡
地活用の今後の進め方の方針」に基づき，個々の学校跡地ごとに活用の目的や手法
に応じた必要な市民意見を反映する手続を経て，地域住民の御理解のもと，本市の
活性化や地域振興に資するよう，最大限の有効活用を図ってまいります。

○

なお，凌風小中学校の開校により対象となる，東九条地域の陶化小学校及び山王
小学校については，凌風小・中学校開校後も既存校舎の解体工事等が継続する間は
代替グラウンド等として使用する予定です。

（経過・これまでの取組等）
平成２３年 ９月，１０月
１１月

「京都市都心部小学校跡地活用審議会」開催
「学校跡地活用の今後の進め方の方針」策定

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

右京区
○ 太秦西部地区再整備における御池通の西進に加え
て， 元々の計 画である更な る西進も 責任を持って 着実
に進 めること 。また，南北 の久世梅 津北野線の四 条以
北への取組も同様に進めること。

ＮＯ．

回

７７

答

○

太秦西部地区内における御池通の西進については，梅津太秦線と併せ，厳しい本
市の財政状況ではありますが，引き続き，地元の皆様と対話を重ね，長期的展望に
立って取り組みたいと考えております。

○

御池通の梅津太秦線以西及び久世梅津北野線の四条通以北の整備については，多
額の費用を要することから，本市の厳しい財政状況の下では，早期の事業化を図る
ことは困難な状況です。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

双ケ丘保育園 ，御室小学校及び双ケ 丘中学校の子ど
もた ちの通学 路である一般 府道１３ ０号線花園停 車場
御室 線は，狭 隘な個所があ る上に朝 夕に特に車両 の交
通量 が多く， 関係団体から 改良要望 があがってい る。
早期に改良工事を実施すること。

ＮＯ．

回

○

７８

答

一般府道花園停車場御室線については，狭隘な箇所があり，通学時間帯に車両の
交通量が多いことから，主要市道鹿ケ谷嵐山線から双ケ丘中学校までの区間につい
て，公安委員会と協議の上，道路の路肩部に区画線等を設置する等改良を行うこと
を引き続き検討してまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

高齢化が深刻な課題となっている京北地域におい
て， これまで 住民自身が担 ってこら れた雪かきや 道路
際の 草刈り等 が行えない状 況に陥り ，日常生活に 支障
をき たすこと が増えてきて いる。社 協を主体とし たボ
ラン ティア活 動が，年間を 通したも のとなるよう に，
ボラ ンティア の受け入れ態 勢や活動 体制が確立す るま
での支援を行うこと。

ＮＯ．

回

７９

答

○

京都市福祉ボランティアセンターは，京都市社会福祉協議会を指定管理者とし
て，区域におけるボランティア活動の拠点である区ボランティアセンターと連携し
ながら，市全域の福祉ボランティア活動を総合的に支援する中核施設として，各種
事業を実施しております。

○

右京区においては，右京区社会福祉協議会が右京区ボランティアセンターを開設
し，京北の地域課題に着目した取組を実施し，地域の社会資源を活用した種々のボ
ランティア活動を展開するとともに，京都市福祉ボランティアセンターと連携しな
がら，区社協としてボランティア活動を支援しております。
雪かきボランティアについても，右京区社協を中心に，地域の民生児童委員やボ
ランティア連絡協議会，自治振興会，京北出張所の協力を得ながら実施していると
ころです。

○

今後も地域の課題に安定的で効果的なボランティアの支援活動が実施できるよ
う，市・各区ボランティアセンターをボランティア活動の拠点として，より一層の
ボランティア活動を積極的に支援することにより，地域福祉の更なる推進を図って
まいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

桂川堤防道路 （上野橋から上流へ数 百メートルの右
京区 側の区間 ）は交通量が 多いが狭 く，車両が堤 防道
路か ら落下す る事故等が起 こってい る。安全策の 実施
に向 けて，拡 幅も含めて国 等の関係 機関と協議す るこ
と。

ＮＯ．

回

○

８０

答

平成２３年度末に策定予定である「はばたけ未来へ ！ 京プラン（京都市基本計
画）」の実施計画においては，橋りょうの耐震補強の迅速化や老朽化対策など，維
持管理の重点的な実施のため，道路整備事業の見直し等を行うこととしており，本
路線についても，その中で今後の予定等を検討しているところです。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

西京区
○ 洛西ニュータ ウンにある各学区のサ ブセンターは，
自治 会館が設 置されるなど 住民活動 の中核となっ てい
る。 しかし， サブセンター にある施 設・店舗は， 住宅
供給 公社が賃 貸しているも の，店舗 つき住宅とし て個
人が 所有する ものなど，所 有形態が 複雑で，空き 店舗
対策 などサブ センター全体 の課題に 対応し切れて いな
い現 状にある 。今後の各学 区のサブ センターのあ り方
の指針をしっかり明示すること。

ＮＯ．

回

○

８１

答

洛西ニュータウンにおける各サブセンターは，主に徒歩圏の居住者に対し，商業
施設をはじめとした生活利便サービスを提供するとともに，住民のコミュニティ活
動の拠点施設として大変重要な施設であるため，今後とも，住宅供給公社ととも
に，洛西ニュータウン創生委員会での議論も踏まえながら，空き店舗の解消や利用
促進のための取組を進めてまいります。

（経過・これまでの取組等）
＜福西サブセンター核テナントの空き解消＞
平成２３年１月 スーパー北野閉店
９月 スーパーマルシゲ開店
＜サブセンター会館の割引制度の創設＞
平成２３年１０月から，自治連合会及び洛西ニュータウン創生委員会を対象に，
会館使用料の半額割引券を発行

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

平成２４年末 に供用を予定している 京都第二外環状
道路 の大枝Ｉ Ｃ（仮称）～ 春日ＩＣ （仮称）にア クセ
スす る大山崎 大枝線第一工 区につい て着実に建設 を進
める こと。ま た，大原野地 域におけ る中山石見線 の用
地買収をすみやかに実行すること。

ＮＯ．

回

８２

答

○

府道大山崎大枝線は，京都第二外環状道路との機能的な分担を図りながら，地域
交通の円滑化と地域の活性化を図る道路として，平成２０年度から第一工区の工事
を実施しており，平成２４年度末の京都第二外環状道路との同時供用を目指し，引
き続き取り組んでまいります。

○

都市計画道路中山石見線については，平成２３年度から善峰川に架かる橋りょう
の下部工事を実施しております。用地取得についても引き続き進めてまいります。

（平成２４年度予算額）
・大山崎大枝線
７１６，０６０千円
・中山石見線
７５，７００千円
（経過・これまでの取組等）
・大山崎大枝線（第一工区）
平成２０年度 道路改良工事に着手
平成２２年度 用地取得完了
・中山石見線
平成２３年度 橋りょう下部工の工事着手
用地取得状況（平成２３年１２月現在）
本 線
９７．４％
関連道路 ２７．８％

平成２４年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

伏見区
○ 既に都市計画 決定されている淀城跡 公園の早急整備
に向け取り組むこと。

ＮＯ．

回

○

８３

答

淀城跡公園再整備事業は，京阪本線淀付近立体交差化事業の完了を平成２５年度
に控え，再整備事業展開に向けた地元の期待や機運が高まりつつあります。厳しい
財政状況にはありますが，事業計画を検討してまいります。

（経過・これまでの取組等）
昭和４３年 ３月 淀城跡公園開園
平成１１年度～
京阪本線高架化に伴う淀駅周辺地域整備事業を着手
平成１３年 １月 「淀城跡公園再整備基本構想」を策定
平成１３年 ９月 基本構想に基づき都市計画決定
１０月 本市が財政非常事態宣言し，事業が凍結
平成１４年～
京都市土地開発公社による，用地先行取得に着手

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

淀学区におけ る市バス未走行地域で の民間バス利用
に向けた敬老乗車証適用範囲の是正を検討すること。

ＮＯ．

回

８４

答

○

民営バス敬老乗車証の交付対象地域の拡大については，伏見区淀地域をはじめ，
いくつかの地域から御要望が寄せられております。

○

その実現には多大な経費を必要とするとともに，急速に進む高齢化に伴い事業費
の増大も見込まれるところですが，敬老乗車証制度については，本市の厳しい財政
状況下においても，持続可能で，かつ，利用者のニーズ，実態に即した，より利便
性の高い制度とする必要があるため，平成２４年度には，外部有識者の参画も得て
総合的な検討を行い，一定の方向性を見出してまいります。

（平成２４年度予算額）
歳出
交通局繰出金
市バス撤退地域
内
民営バス
訳
京北地域
証更新事務費
歳入

予算額（千円）
４，８６７，０２０
３，９３２，０００
７１０，７６８
１５１，８３８
８６４
７１，５５０
６２２，１６０

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

桃山高架橋については，竣工後４０年余りが経過
し， 耐震補強 工事を行うな ど適宜補 修に努めてい る。
しか し，振動 が激しく，周 辺住民の 生活環境に悪 影響
を及 ぼしてい る。そこで， 警察とも 連携し，抜本 的な
振動抑制対策を講ずること。

ＮＯ．

回

○

８５

答

桃山高架橋は市道観月橋横大路線（外環状線）に位置し，大型車の通行が非常に
多い路線にあります。この橋りょうの耐震補強工事については，平成２０年度に完
了しており，現在は，日常的に適宜必要な箇所の舗装等の修繕に取り組んでおりま
す。
しかしながら，現状においても地元住民から振動対策を求める要望が強く，その
必要性を認識しております。今後も日常の維持管理に努めるとともに，警察とも連
携し，どのような対策をとれば振動が軽減できるか検討してまいります。

（平成２４年度予算額）
・桃山高架橋（設計委託費）

２４，６００千円

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

竹田駅東口・ 西口の駐輪場とも無秩 序に自転車等が
置か れている 。無秩序な状 態を無く すため，早急 に再
整備すること。

ＮＯ．

回

○

８６

答

竹田駅の駐輪場については，これまでから，乱雑な駐輪や，長期滞留等による収
容能力の低下の課題に対応するため，駐輪場に場内整理員を配置するとともに，長
期放置自転車の撤去に努め，また，平成２３年度は長期放置自転車の撤去回数をこ
れまでの年４回から６回に充実を図ったところです。
今後とも，引き続き場内整理等に努めるとともに，竹田駅の共同設置者である近
畿日本鉄道（株）と有料化も含めた再整備手法について検討してまいります。

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

藤ノ森学区に は児童館がなく，児童 の放課後対策が
十分 でないた め，放課後ほ っと広場 など，児童の 放課
後の安心・安全な居場所を早急に確保されること。

ＮＯ．

回

８７

答

○

本市では，放課後の子どもたちの安心・安全な居場所づくりのため，学童クラブ
機能を有する児童館（一元化児童館）１３０館の早期整備完了に取り組んでおりま
す。

○

藤ノ森小学校区への児童館整備については，１３０館の児童館整備を進める中で
検討を行いましたが，用地の確保が困難なことなどから実現に至りませんでした。

○

このため，隣接する小学校区への児童館整備や臨時職員の配置を行い，藤ノ森小
学校の昼間留守家庭児童の利用できる施設の拡充を図ってまいりました。

○

周辺の児童館に登録している藤ノ森小学校の児童に関しては，登下館時の職員の
同行や集団帰宅等によって安全確保を行っております。併せて，藤ノ森小学校にお
ける「放課後ほっと広場」の設置を検討しております。

（平成２４年度予算額）
・放課後ほっと広場 ３３，４１０千円【充実】

平成２４年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

桂川右岸堤防 道路については，平成 ２１年度から用
地買 収に向け た測量及び境 界確定作 業が進められ てい
るが ，工事着 手には至って いない。 地元の交通渋 滞緩
和， 通学路の 安全性の確保 等のため ，早急に事業 を完
成させること。

ＮＯ．

回

○

８８

答

桂川右岸堤防道路については，平成２０年度に河川占用許可を受け，平成２１年
度から用地買収に向けた測量及び境界確定作業を進めております。
平成２４年度は，用地買収を行い，早期に工事着手してまいります。

（平成２４年度予算額）
・羽束師橋関連道路 工事費

３３，３５０千円

（経過・これまでの取組等）
平成１５年度
河川管理者（国土交通省淀川工事事務所）協議を開始
平成１８年度
道路詳細設計を実施
平成２０年度
河川占用許可
平成２１年度～ 境界確定作業を開始

