平成２５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．市民に開かれた政策・事務事業の推進
① 政策ならびに 事務事業について，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
えての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）」の政策体系をベースとした政策と施策の評価を実施しており，こ
のうち施策の評価票において当該施策に関連する事務事業評価の結果等を記載する
など，本市の政策・施策・事務事業の評価結果を体系立てて市民に分かりやすく公
表しています。
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。

②

従来から行っ ている事務事業評価委 員会を更に一歩
踏み 込んで， 無作為抽出し た市民を 仕分け人とし た事
業仕 分けを実 施し，本市事 業の評価 に市民の声を 積極
的に反映させること。

○

事務事業評価制度においては，毎年９月に前年度決算に基づく「業績評価」など
の評価結果を公表するとともに，その後，市会をはじめ市民からの御意見や事務事
業評価委員会による第三者評価の結果を踏まえ，事務事業の在り方について検討を
行い，翌年２月に予算案と併せて，見直しや充実など，事務事業の「今後の方向
性」を公表することにより，市民意見の反映を図っております。
また，事務事業評価委員会による第三者評価についても，平成２３年度から京都
の未来を担う学生を評価者に迎えたほか，審議を公開で実施するなどの取組を進め
ております。
今後も，引き続き，事務事業評価の客観性と透明性を一層高め，市民にとって，
より分かりやすく，使いやすい制度となるよう努めてまいります。

③

財政状況の市 民への情報公開ならび に説明責任を果
たして，自治体会計システムの改革に努めること。

○

財政構造改革を推進するに当たっては，本市の厳しい財政状況を市民にしっかり
とお伝えし情報を共有することが重要であると考えており，市民しんぶんやホーム
ページ等を活用し，決算情報や予算編成過程などの財政情報を積極的に公開してお
ります。
（次ページに続く）
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ＮＯ．

回
○

１

答

また，市の財政状況を分かりやすく説明する取組として，企業会計的手法を取り
入れた財務書類の作成や，事務事業評価において，事務事業のコストを人件費等
の間接経費も含めた民間企業会計の「フルコスト」に近い形でお示しするなど，財
政情報の充実も図っております。
今後も，分かりやすくきめ細やかな財政情報の公開に努めてまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２．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。 また外郭 団体や指定管 理者に対 して，コンプ ライ
アンスの徹底を指導すること。

ＮＯ．

回

２

答

○

本市の事務事業評価において，「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年度からは，評価の客観性と透明性を一層高めるため，新たに，
第三者評価を公開で実施しております。
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。

○

外郭団体については，コンプライアンスに関する取組状況を確認し，必要に応じ
て指導を行ってまいります。また，指定管理者については，法令違反となる行為が
あったときに随時報告を求めるとともに，必要に応じて業務の停止や取消しを行う
こととしています。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３．京都市基本計画推進への取組
「はばたけ未 来へ！京プラン」の実 施計画が策定さ
れた が，遂行 していくため には，市 民の理解や協 力が
不可 欠である 。市民との協 働を絶え ず意識し，ま た必
要な 時は修正 を行う柔軟性 を持ちな がら，執行す るこ
と。

ＮＯ．

回

３

答

○

「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」の「京都の未来像」実現の
ため，実施計画（政策編）については，進捗状況をホームページで積極的に公開
し，市民と行政とが情報を共有することで「参加と協働」を進めており，今後も，
分かりやすい情報発信に努め，市民との「共汗」による，一層の事業推進に向けて
取り組んでまいります。

○

「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」の「行政経営の大綱」及び
実施計画（改革編）において，「市民とともに京都の未来を切り拓く」という基本
理念の下，行政経営の基本方針として「参加と協働による市政とまちづくりの推
進」を掲げており，市政改革の推進に当たっても，市民との協働による市政運営を
さらに進めてまいります。

○

また，政策の進捗が一定見られる時期に，市民も参加する点検委員会を設置し，
政策の見直しの必要性も含めて点検を行うなど，社会経済情勢の変化等に柔軟に対
応しながら着実に「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」を推進して
まいります。

平成２５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「公契約基本条
例」を早期に制定すること。

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，市内中小企業へ発注しています。その結果，市内中小企業との契約件数は９割
に達し，高い比率を維持しています。
また，市外企業を下請負人に選定した元請企業に対しては，「市外業者選定理由
書」の提出を求めており，この結果，下請企業総数に占める市内中小企業の割合は
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企業への受注拡大の取組を進めてまいります。

○

総合評価方式入札においては，市内企業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おり，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。

○

公契約基本条例については，平成２４年度に入って直ちに，条例制定に向けて調
査研究を進めるための庁内検討会議を設置し，現在，市内中小企業の受注機会の拡
大や適正な労働環境の確保に加え，「環境にやさしい都市づくり」や「真のワー
ク・ライフ・バランス」など，公契約を通じて多様な社会的価値の実現を目指す，
京都ならではの総合的な条例とすべく，全ての関係局が参画し，政策推進や入札・
契約等の３つのワーキンググループを設けて，精力的に調査・検討を進めておりま
す。
今後は学識経験者や業界，労働界をはじめ，幅広く市民の御意見をお聴きし，全
国のモデルとなるような条例を目指してまいります。

（平成２５年度予算額）
・公契約基本条例に関する調査

１，０００千円【新規】

平成２５年度予算要望に対する回答
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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 シングな どの受益者負 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，京都市民の負担が過重なものにならないようにすることなどを考慮しなが
ら，府市が推進すべき施策の内容等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。
なお，国においては，平成２４年１０月から，地球温暖化対策を進めるため，
「地球温暖化対策のための税」が導入されており，今後，国において，森林吸収源
対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を
行うとされていることから，こうした国の議論の動向も見極める必要があります。

○

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は，特定地域に集中する自動車の流入抑制策として，海外の
いくつかの都市で導入され効果を挙げておりますが，我が国において一般道路での
導入事例はございません。このため，本市における導入可能性について，学識者の
知見や関係機関の指導を得ながら研究してまいります。

○

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２５年度予算額）
・ロードプライシングをはじめとした自動車流入抑制策の検討
５，０００千円【新規】

平成２５年度予算要望に対する回答
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６．災害対策
東日本大震災 を受け，本市でも防災 対策の総点検が
行わ れた。こ の結果を踏ま え，従来 から行ってい る避
難所 や備蓄物 資の確保，他 都市との 連携などを進 める
こと は基より ，新たな取組 をすすめ て，災害に強 いま
ちづくりに努める必要がある。よって，
① 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。

ＮＯ．

回

６

答

○

原子力防災対策については，国の原子力防災に係る法整備等を待たず，万一の原
発事故に備え「京都市原子力発電所事故対応暫定計画」を平成２４年３月に策定
し，空間放射線の測定など，市民の安全確保と不安払しょくのため，迅速かつ適切
に対処してまいりました。
平成２５年３月中に，平成２４年９月の原子力災害対策特別措置法改正に基づく
「京都市地域防災計画原子力災害対策編」を策定し，本市における原子力防災体制
の整備と対策の確立に努めてまいります。

②

学区単位をはじめとした各種総合防災訓練におい
て， 災害時に 役立つ避難所 運営とい ったより実践 的な
訓練を積極的に採り入れること。

○

災害時の避難所運営については，京都市総合防災訓練において，平成２２年度か
ら，専門家の指導の下，実践的な避難所運営訓練を実施しております。
平成２４年度からは，行政区及び学区の防災訓練でも避難所運営訓練を実施して
おり，今後も，地域の実情に合った実践的な訓練が実施できるよう，地域，区役所
及び消防署等の関係機関と連携して取り組んでまいります。

③

区役所への防 災担当の設置や，自主 防災会の強化，
自主 防災トッ プリーダーの 養成など 地域の防災力 の向
上が すすめら れているが， 情報の集 約・安否確認 ・避
難所 運営など が地域で行え る体制を つくれるよう ，実
践的な取り組みをすすめること。

○

また，平成２４年１０月には，京都市避難所運営マニュアルを策定し，現在，そ
れをひな型に，各学区に選定いただいたモデル地域で避難所運営マニュアルを作成
していただくよう取り組んでいるところです。
今後は，モデル地域だけではなく，避難所ごとの避難所運営マニュアルを地元住
民等と連携して作成し，町単位での安否確認や情報の集約など住民主体の避難所運
営が実施できるよう，取り組んでまいります。

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答
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ＮＯ．

回

６

答

④

地域住民の避 難施設として活用され る小中学校体育
館を，防災機能のある施設として順次改善すること。

○

学校体育館については，児童生徒の学校教育活動や地域住民の生涯学習やスポー
ツ活動等の場であると同時に，大災害時には地域住民の緊急避難施設としての役割
を果たす重要な施設となるため，避難施設としての機能強化や耐震性のさらなる向
上に向けた整備を実施し，「学校教育活動の場にふさわしい環境にも配慮した防災
機能強化型体育館」として，平成２５年度から計画的に全面改修に取り組んでまい
ります。

⑤

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 に向けては息 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。

○

被災地支援については，発災直後から，緊急消防援助隊や医療チームを被災地に
派遣するとともに，救援物資搬送や給水車の派遣をするなど，積極的な支援を行っ
てまいりました。
今後も，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。
本市に避難して来られた被災者に対しては，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対応等を実施しており，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２５年度予算額）
・原子力防災体制の充実
・防災訓練
・市内全避難所における避難所運営マニュアル作成
・屋内運動場改築事業
・避難者への情報提供事業
・学校体育館防災機能強化等リニューアル事業

１５，２００千円【新規】
８，１７０千円
１９，２００千円【充実】
２９０，１００千円
７５２千円
４２，６００千円【新規】

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

７．産業振興による雇用の創出と中小企業支援
大変厳しい経 済情勢の中で，多様な 産業の振興を図
り，本市の産業の根幹を支える中小企業への支援を行
うとともに，雇用を創出する必要がある。よって，
① コンテンツ産 業などの新産業につい 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。

ＮＯ．

回

７

答

①

コンテンツ産業の推進に当たっては，市内の京町家等を活用し，マンガクリエイ
ターを目指す者同士が生活を共にしながら，切磋琢磨し合う人材発掘・育成拠点
（京都版トキワ荘）を整備するとともに，「京都国際マンガ・アニメフェア」との
連携による作品の展示や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
る機会の創出に取り組んでまいります。

②

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。

②

伝統産業の振興に当たっては，知恵産業融合センターにおいて，伝統産業と先端
産業を融合した新商品の開発等に向け，京都市産業技術研究所の技術を基礎とした
企業への研究開発支援や企業情報分析システムを活用した企業マッチングなどに引
き続き取り組んでまいります。

③

現代の地域課 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。

③

ソーシャルビジネスについては，認知度の向上や事業者の育成を図るため，現
在，セミナーや先進地視察などの事業を実施しております。今後は，これらの取組
に加え，事業者の認証制度や支援体制について検討を進め，ソーシャルビジネスが
育つ社会的基盤の構築に努めてまいります。

④

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。

④

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効果等について調査・研究してまいります。

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

７

答

⑤

中小企業融資 預託金制度については ，預託金額を平
成２３年度の水準を確保すること。

⑤

中小企業金融対策融資制度預託金の内訳は，過年度分と新規融資分に分類されて
おり，過年度分については，既に実行された融資残高に対する預託金であるため，
返済による融資残高の減少に伴い，必要とされる預託金も減少していく見込みで
す。また，新規融資分については，中小企業の資金需要の動向や制度融資の利用実
績等を考慮しながら必要な預託金額を算出し，予算化しております。
今後とも，中小企業に対し，円滑な資金供給が行われるよう，必要とされる預託
金額の予算化に努めてまいります。

⑥

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。

⑥

歴史的な円高や長引く不況の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するた
め，セーフティネット保証に対応した「あんしん借換融資」をはじめとする府市協
調の融資制度を，金融機関，信用保証協会と連携しながら，積極的に運用するとと
もに，中小企業のニーズに対応できるよう融資制度の充実を図ってまいります。
また，中小企業に対する相談体制については，平成２４年４月に，本市と京都商
工会議所等の相談窓口を一元化し，新たに１０名の経営支援員を配置するなど，支
援体制を強化したところであり，平成２５年度は，専門家の派遣回数の増加を図る
など，経営相談体制の充実に取り組むとともに，引き続き中小企業のニーズを反映
した施策の改良に努めてまいります。

⑦

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するなど
して，新卒者と中小企業のマッチング推進策を実施す
ること。

⑦

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，魅力ある京都企業の情報を閲覧・検索できるＷＥＢサイト「京のまち企業訪
問」を平成２２年１１月に開設しました。平成２３年１１月にはそのリニューアル
を行い，インターンシップ情報等の掲載も開始したところであり，現在，新卒者を
はじめとする若年求職者等に，２，２００社を超える豊富な京都企業の情報を発信
しております。
また，平成２３年度から実施しているＷＥＢサイト掲載企業による合同企業説明
会を，新たに京都商工会議所との共催とし，より幅広い掲載企業の参加の下，平成
２５年１月に開催したところであり，引き続き新卒者と中小企業のマッチングを推
進してまいります。
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

７

答

（平成２５年度予算額）
・コンテンツ産業推進事業
６７，８００千円【充実】
・知恵産業融合センター推進事業
２９，５００千円
・ソーシャルビジネス支援事業
８，０００千円【充実】
・融資制度預託金
９７，０００，０００千円
・中小企業パワーアッププロジェクト
４５，５２６千円
・中小企業支援体制の強化
７５，２００千円
・中小企業創業・経営支援事業
１１，０１２千円
・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）
８６，８７９千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

８．地球温暖化対策の取組
① 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 発稼働を前提 としたも 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。

②

温室効果ガス 削減に向けて，電気自 動車などのクリ
ーン エネルギ ー車普及が求 められる 。市民や事業 者の
対象 車両購入 や天然ガスス タンドな どの施設整備 に対
する助成を検討すること。

ＮＯ．

回

８

答

①

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。平成２５年度には，民生・業務部門施設へエネルギー管理システムを導入・活
用する省エネ・節電対策普及事業などの取組を新たに実施する予定であり，今後
も，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，地球温暖化対策
の動向を見極め，必要な見直しを検討してまいります。

②

運輸部門における地球温暖化対策については，中小貨物運送事業者の天然ガス車
やハイブリッド車への導入転換の助成や府市協調によるタクシー，レンタカー事業
者などへの電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の車両購入補助を引き続
き実施するとともに，新たに電気自動車の充電設備を設置する事業者などへの設置
費用を補助することなどにより，エコカーの普及を図ってまいります。

（平成２５年度予算額）
・地球温暖化対策条例推進事業
１４，８５０千円
・「エコ学区」事業
４４，１００千円【新規】
・岡崎地域公共施設間エネルギーネットワーク形成実証事業
３８，０００千円【新規】
・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
１６，３００千円【充実】
・民生・業務部門施設への省エネ・節電対策普及事業
９，２００千円【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
１７，７１０千円
・事業者排出量削減計画制度の推進
７，３００千円
・京都市市民協働発電制度の支援業務
３，８００千円
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

答

・グリーン・イノベーション創出総合支援プロジェクト
・京都市低公害車普及促進事業
・次世代自動車普及促進事業

８

２４，５００千円【新規】
９１６千円
１０，９５５千円

（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＞」を策定
４月 「京都市地球温暖化対策条例の全部を改正する条例」を施行
○低公害車導入助成
平成１１年度から累計６３台（平成２４年１２月末現在）
○ＥＶ・ＰＨＶ購入補助
平成２１年度から累計４４台（ＥＶ１９台，ＰＨＶ２５台）（平成２４年１２月
末現在）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

９．文化首都・京都の推進
本市には，世 界の「文化首都・京都 」として多数の
有形 無形の文 化を守り育ん でいく責 務があり，ま た世
界平 和実現と 世界人権確立 の礎とし ての課題を解 決し
ていく重責がある。まずはその市民意識を高めるた
め， 市民が身 近に様々な文 化に親し む機会を充実 させ
ると ともに， 文化・芸術活 動を進め る多くの人々 にと
って ，本市が 魅力的な環境 を提供で きるよう，充 実し
た活 動基盤の 整備にも取り 組むこと 。また随一の 文化
首都 として京 都の魅力を世 界により 積極的に発信 し，
同時 に多文化 を受信するこ とで，文 化の融合地帯 とし
ての 地位確立 のために取り 組むこと 。あわせて国 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，強力に国に働きかけること。

ＮＯ．

回

９

答

○

本市では，「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」で「世界的な文
化芸術として創生することをめざす」としており，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取り組んでいます。

○

日本の「文化力」の更なる向上を図り，文化芸術立国を推進するためには，東京
一極集中ではなく，関西に拠点を置き，日本文化を強力に発信していくことが効果
的であり，歴史的・文化的資源が集積し，高い文化力を有する京都こそがふさわし
いと考えます。京都をはじめ関西の強みである日本を代表する歴史的・文化的資源
を生かした事業展開を図るための拠点として，「文化庁関西元気文化圏推進・連携
支援室」を継承し，機能を充実強化した文化庁分室の設置を国に対して強く要望し
てまいります。

（平成２５年度予算額）
・文化芸術企画課予算
（うち京都文化祭典予算

４，４５８，２１３千円
４２，３２８千円）

（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１９年度
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年度
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年度
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
文化庁関西元気文化圏推進・連携支援室（京都府庁内）移転

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１０．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， 市民や事業者 が広
く参 加出来る ように再検討 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，持続的な都市間交流を進めること。

ＮＯ．

回

○

１０

答

姉妹都市交流については，これまでの交流実績，各都市の意向や特性等を踏まえ
経済，観光，文化，スポーツ等，多彩な分野における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，両都市の発展に寄与する交
流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，ベトナム社会主義共和国のフエ市及びトルコ共和国の
イスタンブール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，企業等と
連携し，環境や経済，学術・研究等の様々な分野において，積極的な交流を進めて
まいります。

○

京都市を市民，民間レベルでの国際交流が定着したまちとするため，今後も国際
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，世界各国の人々が交流する機会を拡充してまい
ります。

（平成２５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

２２，６００千円
３，０９８千円
２００，２６２千円

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

１０

答

（経過・これまでの取組等）
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 第１３回世界歴史都市会議（フエ市（ベトナム））
姉妹都市青少年みらい環境会議２０１２ ｉｎ Ｋｙｏｔｏ
青島市（中国）とのパートナーシティ提携

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１１．国立京都国際会館の再整備に向けた取組
観光庁は，国 立京都国際会館再整備 のための調査を
本年 度から始 めた。５００ ０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 ＭＩＣＥ 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 整備の取組を 進め
ること。

ＮＯ．

回

○

１１

答

平成２５年度政府予算案において，「歴史的遺産等を活用した地域の共働による
国際会議等の誘致推進の検討」の調査費が，「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，国際会議施設の整備・運営手法にとどまらず，
我が国が世界に誇る歴史的・文化的資産を活かした誘致促進の検討など，幅広く総
合的な調査が行われます。
我が国の文化首都とも言うべき京都は，国際会議の参加者に日本の歴史・伝統文
化に直接触れることを通じて，我が国への理解を深めていただくのに最も適した都
市であり，本市としても，歴史・伝統・芸術・文化はもとより，自然環境や景観な
ど，京都が有する魅力を存分に活用し，国際会館が我が国初の国立国際会議場にふ
さわしい施設となるよう，拡充整備の早期実現に向けて，全力で取り組んでまいり
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２５年１月に実施した国の予算・施策に関する緊急提案・要望において，
「日本の文化を世界に発信するための国立京都国際会館における多目的ホール
の整備」について要望を実施
＜国の動き＞
・平成２２年度から平成２４年度の３箇年にかけて，国立京都国際会館を対象と
して，国際会議施設等の整備・運営手法に関する調査を実施

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１２．リニア中央新幹線の京都駅ルートの実現
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， 京都駅ルート 実現
と東 京～大阪 間の同時開業 に向けて ，国や事業者 への
働きかけに十分役割を果たすこと。

ＮＯ．

回

○

１２

答

リニア中央新幹線は，東京・大阪間を約１時間で結び，経済発展，交流の拡大に
寄与するなど，我が国の新たな国土軸を形成するものです。京都を通らないルート
で新たな国土軸が形成されることは，京都だけでなく，我が国にとって計り知れな
い損失をもたらすとの認識に立ち，京都府，京都府商工会議所連合会等とともに，
「京都駅ルート」の実現及び「東京～大阪間の全線同時開業」等を目指して，京都
経営者協会，京都経済同友会，京都工業会，京都青年会議所等の関係機関と連携
し，平成２５年１月１６日に国への要望活動を実施したところであり，引き続き実
現に向けて国等に働き掛けてまいります。
また，これらの活動に当たっては，市民の盛上りが重要であり，広報啓発活動を
通じて，リニア京都誘致へ向けた機運の醸成を図ってまいります。

（平成２５年度予算額）
・リニア中央新幹線の誘致促進

５，０００千円【充実】

（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２２年７月 明日の京都の高速鉄道検討委員会の設置
平成２４年２月 明日の京都の高速鉄道検討委員会が「提言」を発表
９月 京都府中央リニアエクスプレス推進協議会総会の開催

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１３．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３０ ００
㎡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

１３

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年度に拡充した，企業立地に協力する土地所有者への奨励金交付
制度を引き続き実施するなど，土地利用転換を促進するための取組を推進してまい
ります。また，地区内の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。

○

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
し，公共交通の利用を促進する社会実験を実施しているところです。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，取り組んでまいります。

（平成２５年度予算額）
・らくなん進都のまちづくりの推進
６，３９０千円
※ 「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，債務負担行為を設定
・企業立地促進助成制度補助金
１７７，９６０千円【充実】
・技術の橋渡し拠点（「高機能性化学研究開発拠点」（仮称））の整備・運営
６２２，０００千円
（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
平成２３年 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
～２４年 ３月
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２３年 ９月～
１０月
平成２４年

４月～

１３

答

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
土地所有者への奨励金交付制度を拡充して実施中

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１４．新景観政策の進化
① 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。

ＮＯ．

回

１４

答

○

平成２３年度に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」を発行しており，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。

②

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。

○

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るところで
あり，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。また，市内における違反に対しては，引き続き毅然として取り組んでまいりま
す。

③

屋外広告物の 規制と指導については ，ローラー作戦
を展 開して取 り組むことに なってい るが，京都ら しい
景観 形成に向 けて，広告主 や業界の 理解を求め， 良好
な広告物を誘導すること

○

屋外広告物の規制と指導については，平成１９年の条例改正から７年間の経過措
置期間が終了する平成２６年８月までに，市内全域の違反状態の解消（屋外広告物
を表示する約４０，０００箇所のうち，推定７割の約２８，０００箇所が基準違
反）に向け，平成２４年度から，屋外広告物制度の定着促進，市内全域を対象とし
たローラー作戦による是正のための指導の強化と支援策の充実など抜本的な対策の
強化に取り組んでいます。平成２５年度は，更なる体制の強化を行うとともに，併
せて，優良な広告物の普及のため，デザイン支援研修会や市民による屋外広告物の
印象評価を行うなど，より一層，取組を強化してまいります。

（平成２５年度予算額）
・景観形成推進事業
４，８００千円
・屋外広告物簡易除却事業
４，４７２千円
・屋外広告物適正化促進融資
３９３，７２０千円【充実】
・市民共汗サポーターによる違反広告物簡易除却事業
１，９０８千円
・優良屋外広告物デザイン助成
１０，３００千円【充実】
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
・屋外広告物適正化推進事業
・屋外広告物対策事業
・屋外広告物対策事業（緊急雇用創出事業）

１４

答
２３８，１８９千円【充実】
１２１，５００千円【充実】
２０，０００千円

（経過・これまでの取組等）
＜景観条例の進化＞
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
平成２４年 ２月 「京都市景観白書データ集～平成２３年度～」の発行
３月 平成２３年度京都市景観市民会議の開催
＜屋外広告物の取組＞
平成１８年度～ 第一次モデル地域における違反指導の実施
平成２２年度～ 第二次モデル地域における違反指導の実施
平成２４年度～ 市内全域における屋外広告物対策の抜本的な取組強化

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

１５

答

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。よって，
① 耐震化やバリアフリー化を計画的に進めること。

○

「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市営住宅の改善
を進めてまいります。平成２５年度は，３団地において住棟の改善及び用途廃止等
を含めた団地再生事業を進めるとともに，５団地において耐震改修及びエレベータ
ー設置等の改善事業を進めてまいります。

②

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。

○

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。また，優先入居については，平成２５年度から，子育て世帯優先
入居の対象となる世帯を「小学校就学未満の子どものいる世帯」から「中学校修了
前までの子どものいる世帯」に拡大することとしています。

③

市営住宅にお いて動物を飼うことは 原則禁止をされ
てい るが，現 実には多くの 住民がペ ットを飼育し てい
る。 ペットは 時として家族 同様に， 生きる活力を 与え
る存 在でもあ り，医療・介 護現場で はアニマルセ ラピ
ーの 効果も注 目されている 。団地・ 自治会の合意 形成
やマ ナーの遵 守を前提に公 営住宅に おけるペット の飼
育を 認めてい る大阪府の取 組も参考 に，市営住宅 にお
けるペット飼育について検討を行うこと。

○

ペットの飼育については，他の入居者への迷惑行為となるおそれが高いことから
禁止しており，入居時に「住まいのしおり」，「住まいの手帳」で周知し，誓約書
を提出いただいているほか，入居後も「公営住宅ニュース」，「くらしとすまい」
等のお知らせにより，円滑な共同生活が営まれるよう啓発を行っております。一方
で，ペットの効用も認められているところであり，団地自治会での合意形成やマナ
ーやルールの遵守等のあり方について，大阪府等の事例も参考にしながら，研究し
てまいります。

（平成２４年度２月補正予算額）
・市営住宅ストック総合改善事業
・市営住宅管理運営

５８７，６８７千円
１，４２８，０００千円
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平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
（平成２５年度予算額）
・市営住宅ストック総合改善事業
・市営住宅管理運営

１５

答

６６１，７９０千円
４，２１５，６７２千円

（経過・これまでの取組等）
＜耐震化やバリアフリー化＞
・改善
平成２４年 ５月 鈴塚市営住宅建替え，エレベーター設置実施設計着手
西野山市営住宅耐震診断概略補強設計，エレベーター設置
基本設計着手（概略補強設計は１０月に完了）
６月 向島市営住宅耐震改修，スロープ設置工事着手
１０月 大受市営住宅耐震改修，スロープ設置実施設計着手
・計画修繕
平成２４年度 向島市営住宅１街区外壁改修，洛西南福西市営住宅排水管改修
ほか
＜優先入居枠＞
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）
平成２０年１２月 子育て世帯優先入居募集開始
平成２２年 ９月 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，平成２４年度１６戸）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

Ⅲ 予算要望
重点要望
１．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
の身 体等に危 険を及ぼすも のについ ても拡大の傾 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，新た に任命された 野生鳥獣 対策部長の下 ，従
来か らの猿・ 猪・鹿対策は 基より， カラス対策も 充実
する こと。ま た左京区内で は本年， クマの目撃情 報が
北部 地域のみ ならず，修学 院や北白 川学区でも見 受け
られ る状態と なっている。 岩倉では 負傷者が出る 状況
であ り，危険 な状況が住宅 地で起き ているといっ て過
言で ない。こ れまでの対応 に留まる ことなく，本 格的
なクマ対策を京都府と連携して行うこと。

ＮＯ．

回

１６

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
との連携の下，「野生鳥獣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。

○

有害鳥獣による農林作物への被害対策については，防除柵の設置助成などによる
防除対策と猟友会等の専門家の協力による捕獲対策等を実施しております。
平成２４年度からは，「地域獣害対策支援事業」の実施や，国の「鳥獣被害防止
総合対策交付金」の活用により，農家による地域ぐるみの自主的な防除・捕獲対策
を支援しております。

○

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。

○

特に市民生活や農林作物に被害を及ぼすサルについては，生息数や群れの行動パ
ターンを把握し，人里から離れた生息地域への誘導と効果的な捕獲を図ることが必
要であり，京都府特定鳥獣保護管理計画に基づき，地域の被害状況に応じた追払い
や捕獲に努めてまいります。

○

カラスは，鳥獣保護法により保護されており，みだりに捕獲や殺傷はできません
が，収集前の家庭ごみの散乱や繁殖期に巣に近づいた人間を威嚇することがあるた
め，被害軽減について啓発等を行っているところであり，引き続き，関係局・区が
連携を図りながら，啓発や助言等を行ってまいります。

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

１６

答

○

クマについては，京都府レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されており，京
都府特定鳥獣保護管理計画において捕獲基準や緊急時対応等が定められておりま
す。これまでから捕獲許可権者の京都府に対し，市民の安全確保を最優先した柔軟
な対応を求めているところであり，今後とも，京都府と連携した取組を推進してま
いります。

○

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。

（平成２５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
５，７０３千円
＜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
２０，４１５千円
・有害鳥獣等許可業務
４，２０６千円
・地域獣害対策支援事業
５，４００千円
・総合獣害対策モデル事業（緊急雇用創出事業）
８２，０００千円
（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２４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
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２３年

１月
３月
１０月
平成２４年 ４月

１６

答

「アライグマ防除対策事業」開始
「京都市野生鳥獣被害対策会議」設置
「京都市鳥獣被害防止計画」の策定
「京都市農林作物鳥獣被害対策協議会」の設置

【京都市農林作物鳥獣被害対策協議会】
＜目的＞
野生鳥獣による被害防止対策の充実・強化を図るとともに，関係機関の連携の
下，総合的かつ効果的な被害防止体制を確立し，農林水産物に係る被害の軽減・
防止等に資することを目的とする。
＜構成団体＞
京都市農業協同組合，京都中央農業協同組合，京都農業協同組合京北支店，京
都市森林組合，京北森林組合，上桂川漁業協同組合，京都府京都林務事務所，京
都府京都乙訓農業改良普及センター，京都市有害鳥獣対策協議会，京都市
【有害鳥獣被害防止対策事業実績（電気柵，金属柵，ネット柵等）】
・平成２２年度
６，２６５ｍ
・平成２３年度
１２，４０２ｍ
・平成２４年度（平成２４年１２月１日現在） １３，７２４ｍ

平成２５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
岡崎レッドカーペットや岡崎ときあかりの開催な
ど，地域住民の下に地域活性化への取組が進んでい
る。 京都会館 ・動物園の再 整備を進 めるとともに ，文
化ゾーンとして更なる活性化を図ること。

ＮＯ．

回

１７

答

○

岡崎地域活性化ビジョンの推進については，官民地域連携組織「京都岡崎魅力づ
くり推進協議会」を中心に，「京都岡崎レッドカーペット」や「岡崎ときあかり」
等の新たな魅力と賑わい創出の取組を進めているところです。

○

今後も，京都会館や動物園の再整備の着実な推進により，文化・交流拠点として
の機能強化を図るとともに，引き続き多くの関係者との連携の下で，世界の人々が
集いほんものに出会う「京都岡崎」の更なる魅力と活力の向上に取り組んでまいり
ます。

○

京都会館再整備については，京都会館の建物価値を最大限に引継ぎ，市民や全国
から来られる方々の期待に応えられるように必要十分な機能充実を行うことによ
り，文化芸術活動の拠点となるとともに岡崎地域の活性化にも寄与するよう再整備
に取り組んでまいります。

○

京都市動物園の再整備については，平成２１年１１月に策定した新「京都市動物
園構想」に基づき，平成２８年春完成を目指し，動物とのふれあいや観察を通じ
て，楽しみながら生物の多様性やいのちの尊さを学習できる場として，また屋上緑
化や雨水の活用等，環境配慮型施設へと整備することにより，全ての世代の市民か
ら愛され，親しまれる「楽しく学べる動物園」づくりを進めてまいります。

（平成２５年度予算額）
・岡崎地域活性化ビジョンの推進
７５，５００千円
「京都岡崎魅力づくり推進協議会」の運営及び地域連携型魅力創出事業
３０，０００千円
神宮道歩行者専用化推進プロジェクト
４５，５００千円【充実】
・京都会館再整備事業
２，８９９，２６８千円
・新「京都市動物園構想」の推進
１，０８７，２００千円【充実】
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

１７

答

（経過・これまでの取組等）
＜岡崎活性化ビジョン＞
平成２３年
３月
岡崎地域活性化ビジョン策定
７月
「京都岡崎魅力づくり推進協議会」設立
１０月
「岡崎・あかりとアートのプロムナード」開催
平成２４年３～４月
「岡崎疏水・桜ライトアップ＆十石舟夜桜運航」開催
５月
「地図で読む京都・岡崎年代史」の発行・販売開始
８月～ まち歩き連続講座「岡崎探険」の開始
９月
神宮道を楽しく歩ける空間とする社会実験「京都岡崎
レッドカーペット」開催
１０月
「岡崎ときあかり～あかりとアートのプロムナード」
開催
１２月
「無鄰菴煎茶会」開催
＜京都会館再整備＞
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２３年度
平成２４年 ６月
９月

耐震調査の実施
改修履歴等の整理
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
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）
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
プロモーターへのニーズ調査
再整備基本構想素案作成
再整備基本計画策定
再整備基本設計完成
再整備請負工事入札公告
第一ホール解体工事着手
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２４年１０月

１７

答

再整備工事請負契約締結

＜新「京都市動物園構想」の推進＞
平成２１年 ３月 「動物園大好き市民会議」設置 整備構想検討開始
１１月 共汗でつくる新「京都市動物園構想」策定
平成２３年 ４月 新「おとぎの国」オープン
平成２４年 ２月 「アフリカの草原」建設工事開始
４月 「もうじゅうワールド」オープン
１０月 「管理棟・病院・救護センター」建設工事開始
「ひかり・みず・みどりの熱帯動物館」建設工事開始
「東エントランス・ツシマヤマネコ繁殖施設」建設工事開始

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３．二条城の観光促進と整備充実
京 都市が直 接所有する唯 一の世界 遺産である二 条城
を，「文化首都･京都」の象徴として更に活用させるこ
と。 またその ためには資金 の捻出が 必要となる。 更に
多く の市民や 観光客が訪れ るよう， 夜間観光の実 施や
国際会議での貸出など，様々な魅せ方に挑戦するこ
と。 また，城 前駐車場を城 のイメー ジとあわせた 雰囲
気へ 改善，駐 車代金を直接 二条城の 収入として組 み替
え， 二条城限 定土産品の創 出と販売 促進，襖絵を 読み
込ん だデジタ ルアーカイブ スの画像 貸出や製品開 発，
一口 城主の特 典を京ものを 活用する などの魅力増 によ
る協 力者倍増 策などに取り 組むこと 。あわせて， 国庫
補助 を含め更 なる国の支援 充実に向 けて働きかけ るこ
と。

ＮＯ．

回

１８

答

○

二条城では，観光客をはじめ市民に発信し，より一層の集客を図るとともに，国
宝や重要文化財の公開を通して，文化財保護の普及啓発に努めるため，これまでか
ら様々なイベント及び取組を実施しております。
今後も，市民はもとより全国の皆様に，二条城に愛着を持っていただけるイベン
ト等を実施することで，認知度の向上に努めてまいりたいと考えております。

○

二条城の本格修理事業の財源を確保するための取組としては，平成２２年１０月
から世界遺産・二条城一口城主募金を実施しております。
また，景気の低迷等寄付を取り巻く環境が厳しい中，一層の収入確保を図るため
に，平成２５年度には新たな基準を設け，文化事業やＭＩＣＥ利用等について有償
で城内施設を利用していただく取組を開始する予定です。

○

現在，一般財団法人京都市都市整備公社に管理運営を行わせている城前駐車場に
ついては，景観面への配慮とともに，収益性の向上も視野に入れ，東大手門の修理
時期に合わせて，「歩くまち・京都」の理念に沿った駐車場のあり方や敷地の有効
利用など二条城の正面玄関にふさわしい東側空間全体の再整備計画について，今
後，検討してまいります。

○

障壁画デジタル画像の商用利用については，平成１２年度から画像貸出を行って
おりますが，更なる活用促進を図るため，平成２３年度から価格設定や契約方式を
見直し，より使用者にとって利用しやすいシステムの構築に取り組んでおります。
今後とも民間事業者のノウハウ等も生かして，増収策を講じてまいります。

○

あわせて，国の支援充実についても，国予算の概算要求などの際に，制度の充
実・拡大等を引き続き強く要望してまいります。
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平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

答

（平成２５年度予算額）
・二条城ライトアップ
１８，４００千円
・正月特別公開・二条城お城まつり
４，７００千円
・二条城ウェディング
３１，０８０千円
・世界遺産・二条城一口城主募金
７３，０００千円
（うち，７０，０００千円は文化事業基金への繰出金）
・国庫補助事業（建造物及び障壁画の保存修理）
１５９，０００千円
（経過・これまでの取組等）
平成１４年度～ 二条城ライトアップ
平成１４年度～ 正月特別公開＜庭園お正月公開＞
平成１８年度～ 二条城お城まつり
平成２１年度～ 二条城ウェディング
上記の一部イベントの期間中に京の老舗名産品展を開催

１８

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４．再生可能エネルギー設備の設置促進
福 島第一原 発事故以降， 市民から の再生可能エ ネル
ギー への関心 も高まり，ま た再生可 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 会が
設立 された。 本市でも本年 度にメガ ソーラー発電 所が
稼動 し，今後 も再生可能エ ネルギー 普及への取組 を続
ける必要がある。よって，
① 公共施設にお けるグリーン電力の導 入目標を定め，
計画的に再生可能エネルギー発電を増加させること。

ＮＯ．

回

１９

答

○

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，太陽光発電システム等のグリーン電力の導入を積極的に進めてまいります。

②

太陽光発電装 置設置助成制度に対す るニーズが高ま
って いること を踏まえ，太 陽光発電 装置普及に向 けて
充実した予算を確保すること。

○

住宅用太陽光発電システムや太陽熱利用システムの設置助成制度については，平
成２５年度においても，平成２４年度と同額の助成単価を設定し，引き続き普及促
進に向けた取組を進めてまいります。また，蓄電システムについては，市民のニー
ズを踏まえ，助成件数を拡充し，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。

③

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。

○

平成２４年度に市民協働発電制度を創設し，民間の運営主体との協働により，３
箇所の公共施設での実施を予定しています。平成２５年度には，公共施設に限ら
ず，民間事業者施設も含めて，設置施設を確保するとともに，周知等の広報を積極
的に行うなど，制度の実施に向けた取組を推進してまいります。

④

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 になうか 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ＣＯ ２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，

○

「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，
平成３２（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＜２０１１～２０２０＞」では，「木」を特に力を入れて活
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

回

市内小中学校 施設を利用した太陽光 発電・太陽熱利
用機 器・ペレ ットストーブ などの設 置を，環境教 育の
一つとして積極的に実施すること。

１９

答

用する重点バイオマスとして位置付け，間伐材の供給に対する助成や，間伐材を利
用した木質ペレットの利用促進などを推進項目としております。

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。

⑤

ＮＯ．

○

木質ペレットストーブ，ボイラーの普及促進については，平成２１年度から公共
施設への導入や民間での導入に対する補助事業を実施しており，平成２４年度から
はボイラー導入に対する補助率を拡充するなど，取組を強化しているところです。

○

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へと改修を進めているところです。
なお，上京区総合庁舎については，給湯需要が低いことなどから，ペレットボイ
ラーの導入には至りませんでしたが，木質ペレット活用の普及啓発のため，ペレッ
トストーブを２台設置することとしております。

○

また，バイオマスによる発電については，京都発森林バイオマスエネルギー利活
用推進事業に取り組み，実現性について検討してまいります。

○

今後とも，「京都市地球温暖化対策計画＜２０１１～２０２０＞」で掲げた目標
の達成に向け鋭意取り組んでまいります。

○

本市学校園の太陽光発電については，平成２３年度末現在，５８校園に設置して
おり，またペレットストーブについては，学校エコ改修と環境教育事業の一環とし
て平成２３年度に朱雀第四小学校に設置しました。今後とも，体育館や校舎の全面
改修・改築等の際に，設置の検討を行ってまいります。

（平成２５年度予算額）
・太陽エネルギー利用促進事業
・京都市市民協働発電制度の支援業務
・京都発森林バイオマスエネルギー利活用推進事業
・木質ペレット需要拡大事業

２０１，１００千円
３，８００千円
３，０００千円【新規】
３５，０００千円
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平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
・木質資源利用推進事業
・木質資源利用促進事業（緊急雇用創出事業）

１９

答
５，０００千円
２５，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成２３年 ３月 京北病院にペレットボイラーを設置
４月 鷹峯小学校野外学習施設にペレット焚き冷温水発生機を設置
平成２４年 ４月 太陽熱利用システム及び蓄電システム設置助成を創設
１１月 「京都市市民協働発電制度検討委員会」が報告書を市に提出
○補助事業等による導入実績（平成２４年１１月末現在）
※事業開始（平成２１年度）からの累計
木質ペレットストーブ １２６台（うち，公共１１台）
木質ペレットボイラー
７台（うち，公共 ３台）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

２０

答

５．生活保護制度 の運用適正化と受給者 自立促進への取
組の充実
景気の低迷などにより，生活保護世帯が増えてお
り，濫給・漏給や不正受給の防止が緊急の課題であ
る。よって，

○

生活保護制度の適正な実施に当たっては，「きめ細やかな就労支援による自立に
向けた取組の推進」，「不正受給を許さず，徹底して排除するための取組の推
進」，「調査権の強化等，制度の抜本的見直しについての国への要望」の３点を柱
に重点的に取り組み，引き続き，漏給も濫給もない「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。

①

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。

○

就労支援については，平成２５年度において，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とともに，就労体験により，訓練や社会参加の機会を提供す
る「チャレンジ就労体験事業」を実施するなど，一層の支援の拡充に努めてまいり
ます。

②

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。

○

受給の固定化防止については，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通して実態を把握し，被保護者の就労の可否等を判断したうえ
で，必要な指導や支援を行っているところであり，今後とも適切な保護の実施に努
めてまいります。

③

不正受給防止 の観点から，新たに始 まった福祉専門
職の 採用に加 え，警察ＯＢ など不正 受給調査の専 門人
員を拡充すること。

○

不正受給の防止については，平成２４年度から，地域福祉課に適正化推進支援員
（嘱託員）を設置し，生活保護の不正受給事案の調査協力等，不正受給対策の体制
の強化を図っており，平成２５年度においては，警察ＯＢの採用を念頭に，適正化
推進支援員３名の増員を行い，不正受給対策の体制の更なる強化に取り組んでまい
ります。

（平成２５年度予算額）
・チャレンジ就労体験事業
・生活保護就労意欲喚起等支援事業
・生活保護適正化推進事業

１３，４００千円【新規】
１７０，６６０千円【充実】
４８，５００千円【充実】

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

６．病児保育体制の拡充
昨年度，本市 で初となる病児保育サ ービスが，中京
区において民間病院との連携でスタートした。その
後， 山科区に も新たに設置 されたが ，利用状況や アン
ケー トを見る と，市民から のニーズ が非常に高い 事が
伺え る。今後 も拡充を進め ，各行政 区に最低一ヶ 所は
設置すること。

ＮＯ．

回

２１

答

○

病児保育については，平成２３年度から開始し，平成２４年度には病後児保育を
実施している施設のうち１箇所を病児保育（病後児保育併設型）に転換しました。
さらに，平成２５年度は，現在病後児保育を実施している施設のうち１箇所を病児
保育に転換することを予定しております。

○

今後の病児保育の拡充については，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２５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）

６００千円【新規】
５６，２２５千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

７．民間保育所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 所と
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 所で行っ 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

２２

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。

○

障害児の判定方法については，平成２５年度から民間保育園及び昼間里親におい
て，従来の書類審査による判定から心理士等専門職による訪問調査を行ったうえで
判定するよう，より実態に応じた障害児判定を行うこととしております。

○

相談事業については，平成２１年度から，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年度から従来よりも多くの相談に
応じられるように充実を図っております。

（平成２５年度予算額）
・障害児保育対策費
・障害児保育対策事業の充実
・京都市保育園連盟助成

４５８，５６７千円
１１２，０００千円【新規】
１６，５５４千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

８．京都動物愛護センター（仮称）の整備
府市協調の施 設として「京都動物愛 護センター（仮
称） 」の構想 が進められて いる。本 市の動物と共 生の
まち づくりの 考え方がしっ かりと根 付いた施設と なる
よう に調整す るとともに， 動物由来 の感染症につ いて
も発 信出来る 施設とするこ と。また 当初の目標で ある
２６年度開所を実現すること。

ＮＯ．

回

２３

答

○

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」に基づ
き，「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・環境づくりを通じて，人と動物の共生を推進する場」の基本コ
ンセプトがしっかりと根付いた施設となるよう取り組んでおります。

○

平成２６年度の開設に向けて，平成２５年度からは動物愛護ボランティアスタッ
フの育成等の「京都動物愛護センター（仮称)プレ事業」を実施し，開設直後から
円滑かつ効率的に動物愛護事業を推進するための体制等を整えてまいります。

○

また，動物が好きな方だけではなく，動物に興味がない方にとっても有益となる
よう，動物由来感染症に関する情報を得ることができる施設を目指してまいりま
す。

○

今後も引き続き，公益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，京都府と協働で「京都動物愛護センター（仮称）」の整備に取り組んでまいり
ます。

（平成２５年度予算額）
・動物愛護センター（仮称）整備事業
・動物愛護センター（仮称）プレ事業
・動物愛護センター（仮称）運営検討事業

２６７，０００千円
１，２００千円【新規】
４００千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

９．通学路の安全対策
本年に亀岡市 で発生した痛ましい事 故を受けて，本
市に おいても 補正予算を組 んで，児 童生徒の安全 な通
学路 対策への 取組が進めら れた。し かし対策のし づら
い細 街路が主 要な通学路に なってい るところも多 くあ
り， ハード面 で対応出来な いところ についてはソ フト
対策 が課題と なる。それら を含め， 通学路の安全 対策
をさらに進めること。

ＮＯ．

回

２４

答

○

通学路の安全対策については，亀岡市での事故を受け，全市立小学校１７０校を
対象に，速やかに緊急総点検を行い，その結果を基に，各行政区に設置している
「土木事務所・警察署道路交通連絡会議」に区役所，教育委員会，小学校も参画
し，要対策箇所の洗い出しを行い，京都府警とも連携しながら，関係機関一丸とな
ってハード・ソフトの両面から取り組んでおります。

○

第１次対策では，ハード対策として，市内８箇所の土木事務所の職員が，直営で
ポストコーンの新設等を最優先に取り組むとともに，路面標示の補修を業者委託す
るなど，緊急に対応が必要な対策について，平成２４年８月末までに完了させまし
た。また，ソフト対策として，通学路の変更，見守り活動や交通安全指導の充実な
どに取り組みました。
さらに，第２次対策では，引き続きソフト対策に取り組むとともに，ハード対策
として，６億８千万円の補正予算を確保し，小学校を中心とした半径２００ｍを一
つのゾーンとし，路側部や交差点部のカラー化，警戒標識の設置，「速度落とせ」
等の路面標示を新設するなど，通行車両に対し，学校の存在を認識させ，安全性の
向上を図る取組を行っております。

○

今後とも，ハード面での対策が困難な場合については，ソフト対策を充実するな
ど，現場の状況に合わせ，保護者や地域の皆様，警察をはじめとする関係機関とも
連携しながら，通学路のより一層の安全を図ってまいります。

（平成２５年度予算額）
・学校安全の手引改訂
・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
・「安全ノート」の作成・配布

７００千円【新規】
６，３００千円
３，５９１千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１０．「歩くまち京都」にふさわしい環境整備の促進
これからの本 市の在り方を考える中 で，「歩くまち
京都 」という 考え方は不可 欠である 。そのために はシ
ンボ ル事業で ある四条通や 東大路通 の改良を成し 遂げ
る必 要がある 。市民の理解 を得つつ ，この事業を 進め
るこ と。また 「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・ すべりに くい材質への 改善・電 柱の移設・街 路樹
をは じめとす る歩道の緑化 推進につ いて，全市的 に徹
底し た再整備 を進めるとと もに，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。

ＮＯ．

回

２５

答

◯

四条通の歩道拡幅と公共交通優先化については，地元住民や商業者，関係事業者
等で構成する「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議等において意見交換を重ねて
まいりました。また，都市計画決定の手続きにおいても，法定説明会の開催や案の
縦覧，意見書の受付などを行うとともに，学区単位で地元説明会を開催してまいり
ました。平成２５年度は，引き続き，地元住民や関係団体としっかり協議・調整を
行いながら，タクシー及び物流車両等の整序化方策の検討や路外荷捌きの推進を進
めるとともに，四条通の歩道拡幅工事に着手してまいります。

○

歩いて楽しい東大路歩行空間創出事業については，平成２１年２月に地元から頂
いた御要望を踏まえ事業に着手し，この間，地域住民，商店街，関係団体及び行政
機関等で構成する「東大路通歩行空間創出推進会議」において協議を重ね，パブリ
ックコメントで市民から頂いた御意見も参考に，「東大路通整備構想」を平成２４
年８月に策定しました。
平成２５年度は，沿道における荷捌きや交通混雑など諸課題の解決に向けて，東
大路通や周辺道路の詳細な交通調査を実施し，その結果を地元住民や関係団体等に
丁寧に御説明するとともに，御意見をしっかりお聴きしながら事業を進めてまいり
ます。

○

歩道部分の改善については，改修時に，段差や勾配の解消をなくすためのセミフ
ラット方式の採用など，バリアフリー化に努めているところです。また，バリアフ
リーの理念の下，可能な限り，部分的な補修も実施しております。今後とも，誰も
が安心して通行できる歩行者空間の確保に努めてまいります。

○

また，すべりにくい材料への改善として，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。これらの舗装は，水たまりの解消や，路面温度を低下させる
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

２５

答

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
あり，今後も引き続き導入を進めてまいります。
○

電柱については，歩道上にある電柱等が原因で，通行可能な有効幅員が８０ｃｍ
未満となっている場合，当該電柱等を「通行支障電柱等」と位置付け，電柱管理者
である事業者と協議し，移設に努めております。特に歩道の残有効幅員が６０ｃｍ
未満のものや点字ブロック上にあるもの，学校・病院・公園等の付近にあるものに
ついては，優先して移設に取り組んでおります。平成２５年度においても，これま
でと同様，年間２５本を目標に順次移設に取り組み，安全な歩道空間の実現を図っ
てまいります。

○

歩道の緑化推進については，これまでから，可能な限り街路樹の植栽を行うほ
か，道路沿いに四季折々の草花を楽しむことができる「御池通スポンサー花壇事
業」の推進や，頂いた市民意見に基づき，道路の植樹帯や交差点，公共施設の道路
沿い等で低木や高木等を植栽する「市民公募型緑化推進事業」の実施など，歩いて
楽しい環境づくりに努めており，今後も，「歩くまち京都」にふさわしい歩道の緑
化を推進してまいります。

○

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２月補正予算額）
・重点整備地区における道路のバリアフリー整備事業
（平成２５年度予算額）
・「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進
・四条通歩道拡幅事業
・「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業
・交通安全施設整備費（歩道整備）

４０，０００千円

１３，０００千円【充実】
４２９，０００千円【新規】
５０，０００千円【充実】
２８４，４５６千円
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

答

・重点整備地区における道路のバリアフリー整備事業
・透水性舗装施工費
・通行支障電柱移設事業
・街路樹等育成管理
・「緑の基本計画」に基づく緑化推進事業
（うち，御池通スポンサー花壇
・緑視環境向上プロジェクト
（うち，市民公募型緑化推進事業

２５

１２９，９００千円
３２２，０００千円
８，７６０千円
４４６，３２４千円
１８，７７９千円
４，１０４千円）
４３５，６００千円【充実】
３０，０００千円）

（経過・これまでの取組等）
＜四条通の歩道拡幅と公共交通優先化＞
平成１７年１２月 四条繁栄会商店街振興組合から「心地よく歩ける四条通」の
実現に向けた要望書提出
平成１８年 ５月 「歩いて楽しいまちなか戦略」推進協議会設置
平成１９年１０月 四条通周辺で交通規制を伴う交通社会実験実施
平成２２年１１月 四条通の歩道拡幅と公共交通優先化に向けた四条通の交通社会
実験実施（～平成２３年３月）
平成２３年 ９月 都市計画に係る説明会開催
１０月 都市計画案の縦覧，意見書受付
平成２４年 １月 都市計画決定
６月 「四条通沿道協議会」設置（以降３回開催）
＜「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業＞
平成１４年度
東山区全学区から「区民，観光客が快適に利用できる東大路通
の整備」が要望される（平成２４年度まで継続して要望）
平成２１年 ２月 東山区交通安全対策協議会から，「東大路通の車道幅員の見直
しを含めた歩道拡幅と電線地中化事業の推進」の要望提出
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２２年

７月

平成２３年
平成２４年

２月
３月

５月
８月
１２月

２５

答

地元住民が主体となった「歩いて楽しい東大路をつくる会」の
設置（平成２３年３月まで計３回開催）
ニュースレターによる地元周知（平成２３年７月にも実施）
地元住民，関係団体及び行政機関等が参画する「東大路通歩
行空間創出推進会議」を設置（平成２４年８月までに計３回
開催）
シンポジウム「歩いて楽しい東大路」を開催
「東大路通整備構想」（素案）に対するパブリックコメントの
実施（～６月）
「東大路通整備構想」の策定
交通調査の実施

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１１．橋梁の耐震化工事の促進
大規模災害時の緊急輸送道路上にある橋梁につい
て，「いのちを守る橋梁健全化プログラム」に従っ
て，全力で耐震補強を進めること。

ＮＯ．

回

２６

答

○

阪神・淡路大震災を契機に，平成７年度から緊急輸送道路上の１５ｍ以上の橋り
ょう及び跨線・跨道橋９２橋を都市防災上重要な橋りょうと位置付け，耐震補強工
事を進め，平成２３年度末までに４０橋の耐震補強を完了させました。

○

また，平成２３年３月に発生した東日本大震災を踏まえ，平成２３年１２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，他都市からの支援
ルートとなる道路や市内幹線道路上の橋りょうを優先し耐震補強を進めており，平
成２４年度は８橋について耐震補強を実施しております。
平成２５年度は，１８橋の耐震補強に取り組むこととしており，引き続き健全化
プログラムの目標達成に向けて，国に対しても財源の確保を強く求めてまいりま
す。

（平成２４年度２月補正予算額）
・耐震補強
２９３，０００千円
（平成２５年度予算額）
・耐震補強 １，００４，８００千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年１２月 「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」策定
平成２４年度～
「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」第１期プログラ
ムの推進（平成２８年度まで）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１２．ゲリラ豪雨対策の推進
近年ゲリラ的 な豪雨が多発している ことを踏まえ，
「雨 に強いま ちづくり」と いう市長 マニフェスト にあ
る融 合政策を ，積極的に進 めること 。また流域全 体を
見据 えた治水 対策に取り組 むととも に，特に山間 地に
あっ ては，山 林所有者にも 協力を求 めた森林対策 をす
すめ ，府の砂 防事業ともし っかり連 携すること。 また
都市 部にあっ ては側溝に堆 積してい るヘドロや土 砂の
除去を定期的に行い，溢水対策をすすめること。

ＮＯ．

回

２７

答

○

大規模な集中豪雨への対策については，これまでから実施している浸水対策事業
を推進するとともに，「雨に強いまちづくり推進計画」に基づき，関係部局が連携
し検討を行いながら，浸水被害の軽減に向け，災害が発生する各過程の中での必要
な取組を推進しております。

○

河川改修事業については，都市部を流れる河川流域における治水安全度向上を目
的として，概ね１０年に１回の確率で起こりうる大雨に対応する都市基盤河川改修
事業を下水道事業と連携を図りながら実施しています。
平成２４年度には，宇治市等の浸水被害を踏まえ，緊急総点検を実施するととも
に，その結果を基に，堆積した土砂の撤去や護岸の補修など，河川浸水対策緊急事
業を実施することとしました。
河川改修事業は完了するまでに多大な費用と時間を必要とするため，関係部局が
連携し，森林保全や農地における保水機能向上の取組やグランドや公園を利用した
雨水貯留施設整備などのハード対策とともに，官民協力の地下街水防体制や警戒避
難体制の構築など，ソフト対策も含め取組を推進することで，浸水被害の軽減に努
めており，今後も更なる対策の強化を図ってまいります。

○

山間地における道路災害対策については，引き続き災害防除工事を実施するとと
もに，平成２４年度に着手した防災カルテの見直しについても進めてまいります。
また，砂防事業や森林の保全については，土砂崩れ等を防除するうえで，重要であ
ると認識しており，山林所有者に対して森林整備の重要性を啓発するとともに間伐
等を行うなど，関係機関と連携し，防災対策に努めてまいります。

○

溢水対策については，京都市域を６エリアに分け，下水道施設及び側溝等維持管
理業務を行っており，側溝については，年次計画を立て定期的な清掃を行うととも
に，職員の巡視点検や市民からの情報により必要な箇所については緊急的な清掃を
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

２７

答

行っております。今後も，良好な流水機能を維持し，浸水被害の防止に努めてまい
ります。
（平成２４年度２月補正予算額）
・都市基盤河川改修事業
・災害防除
工 事（大向線）
防災カルテ更新業務
・第二太田川浸水対策事業

２４１，０００千円
２５，６００千円
５０，０００千円
１００，０００千円

（平成２５年度予算額）
・都市基盤河川改修事業
１，００１，８００千円
・第二太田川浸水対策事業
１２０，０００千円
・普通河川治水安全度調査
９，０００千円
・災害防除
工 事（一般国道１６２号他７路線）
３８３，８００千円
測量設計業務委託（府道下鴨大津線他６路線） １２９，１００千円
・森の力活性・利用対策 ～地球温暖化防止森林吸収源対策～
５６，６００千円
・森林総合整備事業
９２，８６１千円
・公共下水道事業（排水路清掃）
１０４，０００千円
（経過・これまでの取組等）
平成２２年 ４月 「雨に強いまちづくり推進計画」策定
平成２２年度～
「雨に強いまちづくり推進計画」に基づく検討会，研究会の実
施
○

間伐の推進に係る本市補助事業
・昭和５７年度～ 森林総合整備事業

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
・平成２０年度～
・平成２１年度～
○

２７

答

森林バイオマス活用推進事業（平成２４年度で終了）
森の力活性・利用対策 ～地球温暖化防止森林吸収源対策～

本市補助事業の活用による間伐実績
・平成２０年度
４４９ｈａ
・平成２１年度
８２７ｈａ
・平成２２年度
７７５ｈａ
・平成２３年度
６５０ｈａ

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１３．配水管の更新促進
昨年度，西京 区内で腐食配水管破裂 による漏水事故
が多 発し，多 くの市民や事 業者が被 害を被った。 また
一方 ，耐用年 数を超過した 老朽配水 管も増える一 方で
あり ，現在の 更新スピード では追い ついていけな いの
が現 状である 。水道は市民 の安心安 全な生活を支 える
重要 なインフ ラであること から，配 水管の更新工 事を
促進 するとと もに，国に対 し国庫補 助を引き続き 要望
すること。

ＮＯ．

回

２８

答

○

「京（みやこ）の水ビジョン」に基づき，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の布設替えを計画的に実施しております。老
朽化した配水管の更新については，次期経営計画において重点項目に位置付け，大
幅なスピードアップを図ります。本計画に基づき，配水管の更新率を現行の
０．５％から段階的に引き上げ，平成２９年度には１．２％まで，更にその後には
１．５％以上を目指します。

○

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２５年度末の完成を目指して，老朽管の布設替えを実施しております。

○

老朽化した施設等の更新事業を推進するためには，巨額の経費が必要となります
が，とりわけ水道事業においては，国からの財政支援がほとんどなく企業債に依存
しているのが現状です。そのため，全国の水道事業体等と連携して，引き続き，国
に対して財政支援を要望してまいります。

（平成２５年度予算額）
・上水道施設整備事業

１１，０００，０００千円【充実】

（経過・これまでの取組等）
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２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

要望
１４．地域と共に取り組む市保有資産の有効利用
統合によって 生じた学校跡地をはじ めとし，市内各
所に 使い道の 定まっていな い市保有 資産が多くあ る。
現在 暫定活用 されていると ころも含 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精力的に行うこ
と。

ＮＯ．

回

２９

答

○

本市では，平成２４年６月に策定した｢京都市資産有効活用基本方針｣に基づき，
市民生活や地域経済を含めた本市全体の発展・活性化を目指し，市有資産の有効活
用を進めているところです。
現在，同方針に掲げる，各資産の利用状況を詳細に把握する「資産の総点検」に
取り組み，更なる有効活用が可能な資産の掘り起こしを進めておりますが，この総
点検の結果については公開し，民間活力の活用も含めた有効活用を促進してまいり
ます。

○

学校跡地をはじめとする市有地の活用については，「市民等提案制度」を活用
し，民間等事業者の活力をいかした提案を広く募集しているところです。
今後とも，政策課題への対応や地域及び本市の活性化に資する活用の実現に向け
て，地域の御理解の下，取組を進めてまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１５．山ノ内浄水場跡地活用の推進
山ノ内浄水場 跡地活用については， 活用方針のもと
優先 事業者選 定委員会にお ける検討 等を経て，京 都学
園大学が事業者として選定された。基本協定に基づ
き， 本市の各 政策分野との 整合性を 図りつつ，右 京区
はも とより本 市の発展に寄 与いただ ける事業展開 を求
める こと。ま た応募がなか った残る 跡地について も，
地下 鉄の増客 増収をはじめ とする重 要な目標の達 成の
ため に活用し なければなら ない。つ いては積極的 に市
民や 事業者に 跡地の情報を 提供し， 公募を募って いく
こと。

ＮＯ．

回

３０

答

○

山ノ内浄水場跡地活用については，「京都市山ノ内浄水場跡地活用方針」に基づ
き，平成２４年８月に，学校法人京都学園を南側用地の活用事業者として選定し，
跡地活用に関する基本協定を締結しました。

○

当該基本協定に基づき，平成２７年４月に開設予定の大学キャンパスにおいて，
にぎわいの創出や地域防災力の向上等，右京区はもとより市全体の活性化に資する
事業展開が図られるよう同法人に求め，協議を進めているところです。

○

平成２５年度には，４月に土地を引渡した後，地区計画の策定等を行い，大学が
建物の新築工事に着手される予定です。

○

残る北側用地についても，南側用地と同様に活用方針に沿った事業者募集を行え
るよう検討しており，募集に際しては，積極的な情報提供に努めてまいります。

（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 ３月 優先交渉事業者の選定
８月 山ノ内浄水場跡地活用に係る基本協定締結

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１６．伝統産業振興の取組
京都の持ち味 でもある伝統産業を振 興・発展させる
ため に，関係 者と協力し， 伝統産業 品の価値や魅 力を
国内 外に発信 し，使う機会 作りの取 組にさらに力 を入
れて いくこと 。また本市が 率先して ，京ものの活 用を
あら ゆる機会 を使って実践 していく こと。京都市 勧業
館に ある「伝 統産業ふれあ い館」へ の積極的な誘 客や
伝統 産業副読 本の小学校で の熱心な 活用など，市 民に
京もののよさを実感してもらう機会作りに努めるこ
と。 また本市 主催のイベン トにおい て，京ものの 販売
ブー スを併設 するなど，積 極的に伝 統産業にふれ あう
機会を提供すること。

ＮＯ．

回

３１

答

○

伝統産業の振興については，平成２４年度から事業を開始した「京もの国内市場
開拓事業」や「京もの海外市場開拓事業」において，国内はもとより海外での新た
な販路開拓に向けた事業を実施しているところであり，平成２５年度は，京都商工
会議所をはじめとする関係機関や商業者，関連業界との更なる連携を強化しなが
ら，より積極的に取り組んでまいります。

○

また，平成２４年度に「京もの活用事業」を刷新して開始した「隗より始めるプ
ロジェクト」において，市民や観光客に対して伝統産業製品の魅力を発信すること
はもとより，本市自らがまず伝統産業製品を活用，利用，購入することにより，国
内外における利用等を喚起しているところです。

○

さらに，「伝統産業ふれあい館」への修学旅行生や観光客等の誘客により一層積
極的に取り組むとともに，伝統産業副読本「わたしたちの伝統産業」を有効活用
し，若い世代に対して伝統産業の価値や魅力を発信してまいります。

○

加えて，本市主催のイベントであります「伝統産業の日」関連事業では，従前か
らの事業に加え，オンラインショップ「京もの専門店「みやび」」において，特別
ショップを開設し，現代生活の中で普段使い出来る製品の提案や販売を行うなど，
伝統産業にふれあう機会の提供に努めてまいります。

（平成２５年度予算額）
・京もの国内市場開拓事業
・中小企業海外展開支援事業
・隗より始めるプロジェクト
・京都伝統産業ふれあい館運営
・「わたしたちの伝統産業」の制作
・「伝統産業の日」関連事業

１０，０００千円
３６，０００千円【充実】
４，５００千円
３０，０００千円
７００千円
１３，０００千円
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

３１

答

（経過・これまでの取組等）
＜隗より始めるプロジェクトについて＞
平成２４年度の主な取組
・局区長室等において伝統産業製品の展示を実施
・各局等の所管事業における記念品等で，「京もの記念品カタログ」やオンラ
インショップ「京もの専門店 みやび」による伝統産業製品の活用を周知
＜京都伝統産業ふれあい館運営について＞
・平成２１年度入館者数 １１６，９２７人
・平成２２年度入館者数 ２１３，３９５人
・平成２３年度入館者数 ２０９，８００人
＜「わたしたちの伝統産業」の制作について＞
平成２３年度は１７，０００冊を発行。本市立小・総合支援学校１７９校に配
布を行うとともに，市立図書館等にも配布。今後は，授業の現場においてどのよ
うに活用されているかを調査する予定
＜「伝統産業の日」関連事業について＞
・平成２１年度来場者数 ２３４，０００人（５９事業）
・平成２２年度来場者数 ２２１，０００人（６３事業）
・平成２３年度来場者数 ２４６，０００人（６９事業）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１７．若者を中心とした雇用の促進
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 あり，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。本 市の企業・事 業所への 働きかけやト ライ
アル 雇用制度 の周知を行い ，若者を 中心とした雇 用の
促進を図ること。

ＮＯ．

回

３２

答

○

若者を中心とする雇用の促進策として，本市では，雇用のミスマッチ解消を目的
に，魅力ある京都企業の情報を閲覧・検索できるＷＥＢサイト「京のまち企業訪
問」を平成２２年１１月に開設しました。平成２３年１１月には，そのリニューア
ルを実施し，現在，２，２００社を超える豊富な京都企業の情報を発信しておりま
す。

○

また，昨年度から実施しているＷＥＢサイト掲載企業による合同企業説明会を，
新たに京都商工会議所との共催とし，より幅広い掲載企業の参加の下，平成２５年
１月に開催しました。

○

さらに，トライアル雇用制度については，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２５年度予算額）
・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）
８６，８７９千円
（経過・これまでの取組等）
平成２３年３月・８月，平成２４年８月・１２月
京都労働局，京都府等とともに，経済団体に対して求人確保の要請を実施

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１８．家庭部門における温室効果ガスの排出抑制
「 ＤＯ Ｙ ＯＵ ＫＹＯ ＴＯ？ク レジット制度 」が
昨年 度より創 設された。コ ミュニテ ィによる参加 は当
初２０世帯以上であったものが，現在は１０世帯以
上， また来年 度には個人単 位での参 加も出来るよ うに
検討 が行われ ているとのこ とで，よ り多くの市民 が気
軽に 参加出来 る制度へと見 直しも進 められている 。市
民に とって， 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 期待が出 来る。今後も 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

○

３３

答

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット制度」をより多くの市民に活用してい
ただけるよう，市民団体と共に，制度利用者側の視点で分かりやすく作成したパン
フレットを配布し，「エコ学区」や商店街を始めとした幅広いコミュニティへの周
知普及に引き続き努めてまいります。また今後，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用
し，個人単位で参加できる制度の検討を進め，民生・家庭部門における温室効果ガ
ス排出削減を進めてまいります。

（平成２５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
１７，７１０千円
・「エコ学区」事業
４４，１００千円【新規】
（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」を創設
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
請を開始
○排出削減プロジェクト申請件数（平成２４年１２月末時点）
コミュニティ・プロジェクト １１件（うち登録１０件）
中小事業者プロジェクト
２０件（うち登録１５件）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

１９．区政策提案予算の拡充
２４年度より 「区民提案・共汗型ま ちづくり支援事
業予 算」を設 け，各行政区 の課題や 基本計画実現 に向
けた 事業推進 に２億１００ ０万円が 予算化された 。し
かし 継続事業 予算が含まれ ていると ともに，行政 区人
口に 比例する ような配分に はまだな っていない。 予算
の自 由度を増 すことと競争 意識を持 たせる意味で も，
ひも付きでない予算（１００円／人）を配分するこ
と。

ＮＯ．

回

３４

答

○

これまでから，区長・担当区長の裁量により実施してきた「個性あふれる区づく
り推進事業」等を統合するとともに，予算額を大幅に増額して，地域の課題の解決
や「自分たちのまちは，自分たちでつくっていく」という地域のまちづくりを，区
長・担当区長が先頭に，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
の仕組みづくりとして，平成２４年度に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」を創設しました。

○

当予算については，地域の課題やニーズを把握している区長・担当区長の裁量に
より執行することとし，配分については，その半分を基礎的な事業費として，残り
半分を人口に比例した配分としました。

○

各区において創設した，区民の自主的なまちづくり活動を支援する「区民提案型
支援事業」については，初年度にもかかわらず多数の申請があり，交付決定を受け
た１６９事業について，自主的な取組が進められているところです。
また，区民と区役所との協働による「共汗型事業」についても，区民まちづくり
会議等における議論を通じてその内容の充実を図り，１２６事業に取り組んでいる
ところです。（事業数については平成２４年１１月現在）

○

「区民提案型支援事業」について，多数の応募があった現状を踏まえ，平成２５
年度予算については「区民提案型支援事業」予算を中心に増額し，区民が自ら取り
組む地域のまちづくりを支援することにより，本市のあらゆる施策のベースとなる
「地域力」の強化を図ってまいります。

（平成２５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」
２３０，１００千円【充実】

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２０．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。２６年 度に供用 を開始する上 京区
役所 をモデル と位置付け， 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

３５

答

○

平成２３年度に実施したワンストップサービス実施に係る調査において，区役所
窓口における現状の分析と課題の洗い出しを行うとともに，ワンストップサービス
等の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。
現状の分析と課題の洗い出しにおいては，現在，業務所管課の職員が丁寧な説明
を行うことで市民への安心感に繋がっている一方で，適切な案内や手続きの選定に
関する課題があり，また，ワンストップサービスを実施している他都市調査におい
ては，繁忙期の待ち時間が大幅に増大し，必ずしも待ち時間短縮には繋がらないこ
と，実施に当たって，システムの大幅な改修，窓口の人員増加等の対応が求められ
ること等が調査結果として導き出されました。

○

この調査の結果等を踏まえ，本市においては，いわゆるワンストップサービスと
いう手法ではなく，ＩＴ活用によるシステムを導入することにより，来庁される市
民の方に大きなニーズがある「手続漏れの防止」，「申請書を記入する負担の軽
減」を図り，窓口サービスの向上に努めてまいります。

○

平成２４年度において，必要な手続を年齢要件等により判定・案内書を出力し，
訪れた窓口で来庁者の住所，氏名等をあらかじめ印字した申請書を作成する等の機
能を備えたシステム開発に着手しており，全区での平成２５年度早期の運用を目指
してまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２３年度 ワンストップサービス実施に係る調査の実施
平成２４年度 システム開発
平成２５年度 システム運用（予定）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２１．走る環境整備の促進
本年３月の第 １回京都マラソンの開 催と相まって，
ラン ニングを 楽しむ市民が 多くなっ たことを踏ま え，
もっ と多くの 方がランニン グやスポ ーツを楽しめ る環
境整 備に取り 組むこと。そ の中で市 内に幾つかの ラン
ニン グコース を設定し，夜 間走行時 の足元の暗さ の改
善， 道路の整 備に取り組む こと。ま た当該ランニ ング
コー ス周辺の 銭湯と連携し ，ロッカ ーの提供や風 呂の
利用 促進など 仕組みづくり を働き掛 けること。あ わせ
て現在事業として幾つかの部局に分かれているが，
「す るスポー ツ」を推進す るスポー ツ担当部局が ，全
体の 取りまと めとして事業 の融合目 指してリード する
こと。

ＮＯ．

回

○

３６

答

ランニング環境の充実は，京都マラソン開催を契機としたランニングブームを根
付かせ，市民の健康増進，生涯スポーツの振興を図るうえで重要であると認識して
おります。このため，平成２４年１０月に文化市民局が中心となり，保健福祉局及
び建設局などの関係局による庁内連絡会議を立ち上げ，都市公園や運動公園など市
施設における取組と民間事業者が連携した費用対効果の高い具体策を検討している
ところです。
また，銭湯事業者とも連携し，ロッカー，脱衣場などの施設を提供いただくこと
で，銭湯の利用促進も図れるような，市民にも事業者にも効果的な仕組みづくりを
進めてまいります。
なお，夜間走行時の照明の改善に関しては，市民要望等に基づき，毎年度約
１，０００灯の市街灯を新設しており，今後とも夜間の道路における，安心・安全
に努めてまいります。

（平成２５年度予算額）
・ＬＥＤ照明灯（蛍光灯タイプ）新設

５３，０００千円

（経過・これまでの取組等）
・西京極陸上競技場及び補助競技場の一般開放
・西京極総合運動公園内のランニングコースの設定（平成２０年１１月）
・西京極総合運動公園内にランナー向け無料コインロッカーの設置（平成２３年９
月）
・西京極総合運動公園を起点とした「ナイトラン教室」の実施（平成２３年９月）
・ランニング環境の充実に関する庁内連絡会議設置（平成２４年１０月）
・西京極総合運動公園内の照明設備の充実（平成２５年３月に２基設置予定，以降
２５年度も実施）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２２．伏見桃山城の活用
伏見桃山城は ，昭和３９年３月に完 成し，平成２５
年度 末には築 城５０周年と いう大き な節目を迎え る。
とこ ろが，現 在耐震強度不 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

３７

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，利
便化・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の距離
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。

○

厳しい本市の財政状況の中，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，広く民間の知恵や活力を生かす手法等も含
め，関係局が連携して引き続き検討してまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２３．市民の健康促進
予防医学の観 点から，一生の中で市 民に受診するこ
とを お勧めす る検査を一覧 表にして わかりやすく 広報
し， 疾病の未 然防止をはか ること。 また地域にお ける
保健 ・医療・ 福祉の連携を 深めて， 市民の健康と 命を
守る政策を進めること。

ＮＯ．

回

３８

答

○

市民の方に受診することをお勧めする特定健診，がん検診，歯周疾患予防健診等
については，「保健センターのおもな仕事」や「こくほだより」等で一体的な周
知を図っておりますが，今後とも，より分かりやすい広報となるよう努めてまい
ります。

○

市民の健康と命を守る政策については，引き続き，「はばたけ未来へ！ 京プラ
ン（京都市基本計画）」の重点戦略に掲げた「いのちとくらしを守る戦略」に従
い，保健・医療・福祉の連携を密に，一層の充実を図っていくとともに，平成２
５年３月策定予定の「京都市民健康づくりプラン（第２次）」に基づき，市民の
生活習慣の改善や心身機能の維持向上のための各種施策を推進してまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

３９

答

２４．長寿社会対策
① 「長寿すこや かプラン」に基づき， 高齢者が地域で
安心して暮らせるまちづくりを進めること。

○

平成２４年３月に策定した「第５期京都市民長寿すこやかプラン」に掲げる施
策・事業を着実に推進し，京都の地域力をいかした見守りネットワークや医療，介
護，予防，住まい，生活支援サービスを切れ目なく提供する「京都市版地域包括ケ
アシステム」を構築することにより，本市に暮らす高齢者一人ひとりが，できる限
り，住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けられるまちづくりを進めてまいりま
す。

②

近年，高齢者 の健康維持のために公 園体操などが地
域で 取り組ま れてきている が，健康 サポーターの 人材
育成 を図ると ともに，公園 を「すこ やか公園」と して
順次リニューアルを行うこと。

○

健康づくりサポーターについては，現在４００名を超えるサポーターに，健康づ
くりに関する知識や技術の普及啓発活動を実施いただいており，平成２５年度も引
き続き，サポーターの養成及び活動支援に取り組み，市民が主体の健康づくりを一
層推進してまいります。
また，身近な公園を整備するに当たっては，高齢者等の健康増進と疾病・介護予
防を考慮し，健康づくりの場として活用できるように，背伸ばしベンチなどの健康
遊具の設置に取り組んでおります。

③

後期高齢者人 間ドック検診予算とし て，今年度２２
５０ 人分の予 算が編成され たが，し かしながら７ 月末
の時 点で２２ ４２人分の申 し込みが あったため， 予算
が枯 渇し，申 請を断ってい る状況で ある。高齢者 の健
康を 守るため には，がんな どの病気 の早期発見が 必要
であり，来年度は充分な予算を確保すること。

○

後期高齢者人間ドックについては，希望される多くの方に受診頂けるよう，平成
２５年度は，定員を３，０００名（前年度比７５０人増）に拡充してまいります。

（平成２４年度２月補正予算額）
・公園施設整備
（平成２５年度予算額）
・地域包括支援センター運営事業
・老人福祉員設置事業
・一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業
・緊急通報システム事業
・配食サービス事業

１，５７６，６７１千円

１，４８０，９４２千円
３４，８９０千円【充実】
５，１１８千円
１６０，６０３千円
１２１，７４７千円
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
・地域健康づくりグループ育成事業
・公園施設整備
・後期高齢者人間ドック受診費用助成事業
（経過・これまでの取組等）
・健康遊具を設置している公園

２２公園

答
２，８０６千円
４５４，８７２千円
８０，８２９千円

３９

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２５．妊婦歯科健康検査の受診率の向上
妊娠中におけ る口腔環境を良好に保 つことの重要性
を鑑み，本市では月１回，各保健センターにおいて
「成 人・妊婦 歯科相談」を 無料実施 されている。 この
事業 を継続実 施するととも に，歯科 健康診査の重 要性
につ いてより 啓発し，受診 率の向上 に向けて取り 組む
こと。

ＮＯ．

回

○

４０

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２５年度も引
き続き実施してまいります。
また，受診率向上のための周知，広報についても，引き続き，実施してまいりま
す。

（平成２５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

７，７７７千円
４，６５４千円）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２６．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 庭と同じひと り親家庭 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

４１

答

○

ひとり親家庭への支援については，児童扶養手当が父子家庭へも支給されるよう
になるなど，制度を取り巻く状況が大きく変化しており，母子家庭等医療費支給制
度についても，社会状況等の変化に対応し，安定的で持続可能なものとするための
見直しが必要となっております。

○

こうした中，京都府が設置する「ひとり親家庭の支援施策検討会」の検討結果を
踏まえ，平成２５年１月２９日に開催された府下市町村会議において，「父子家庭
への対象拡大」，「所得制限の見直し（平均的な勤労者の収入を考慮し，市民理解
の得られる基準への見直しが必要であるため，その時点の児童扶養手当扶養義務者
基準（現行約４２０万円）に準拠）」，「平成２５年８月から実施」することが確
認されました。
本事業については，これまでから府市協調事業として実施しているところであ
り，本市においても，平成２５年８月から「父子家庭への対象拡大」とともに「所
得制限の見直し」も府と同様の基準として実施することとしました。

（平成２５年度予算額）
・ひとり親家庭等医療費支給事業
医療費
事務費

１，１６３，０２０千円【充実】
５６，３７９千円【充実】

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２７．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 。第
二児 童福祉セ ンターも開設 され，ハ ード面での整 備は
進め られたが ，今後は虐待 への防止 策も積極的に 進め
てい く必要が ある。専門職 の加配の 計画を立てて ，児
童虐待の防止により一層の取組を行うこと。

ＮＯ．

回

○

４２

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の配置
に加え，平成２４年４月の第二児童福祉センター開設，第二児童相談所の設置に伴
い，更なる児童福祉司及び児童心理司の増配置を行い，体制を強化したところで
す。今後も児童相談所及び第二児童相談所の機能強化と充実に努めてまいります。

（平成２５年度予算額）
・第二児童福祉センター運営費

５８,７０７千円

（経過・これまでの取組等）
・児童福祉センターにおける児童福祉司・児童心理司の配置数
（人）
年
度
20年度
21年度
22年度
23年度
24年度
児童福祉司
39
41
41
44
52
児童心理司
1 1(5)
11(5)
12(5)
14(5)
16(6)
（ ）内は非常勤嘱託員の再掲
・児童相談所及び第二児童相談所の体制強化
平成２４年４月に開設した第二児童福祉センターに第二児童相談所を設置し，
児童相談所及び第二児童相談所を合わせて，受付相談員（２人から３人），子ども
虐待防止アクティブチーム（１２人から１５人），地域別担当班（２２人から２３
人），子ども虐待等ケアチーム（１チーム（８人）から２チーム（１１人））の体
制強化を図った。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２８．認可外保育施設とその利用者への支援
本年度におい て，認可外保育施設に おける保育水準
の向 上を図る ため，職員の 研修事業 や健康診断助 成事
業に 予算が計 上され，現在 も執行さ れていること は評
価を したい。 今後は利用者 の経済的 負担の軽減の 為に
も， 他都市で 制度化をされ ているよ うな利用者に 対す
る助成制度を設けること。

ＮＯ．

回

４３

答

○

本市においては，保育所保育の充実と家庭的支援を含めた幅広い子育て支援の展
開は，良好な保育環境の確保を図りつつ，原則的には認可保育所及び認可保育所に
準じた昼間里親で対応すべきであると考えていることから，認可外保育施設を利用
されている保護者に対する経済的負担軽減について，本市独自には実施していない
状況です。

○

しかし，全ての子どもの健やかな育ちを支援するという観点から，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
しております。

○

利用者の経済的負担の軽減については，現在，国において認可外保育施設への支
援の在り方が議論されているところであり，こうした動向も踏まえ，本市としての
認可外保育施設に対する支援のあり方について検討してまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

２９．民間保育所の耐震化支援
民間保育所で 耐震化が完了している のはまだ半分程
度であり，全国平均より約１７ポイント下回ってい
る。 耐震化へ の促進を図る ため，支 援を一層充実 する
こと。

ＮＯ．

回

４４

答

○

民間保育園の耐震化については，お預かりしている子どもたちの安全確保に関わ
る大変重要な課題であると認識しており，平成２０年度には特定建築物の耐震診断
助成事業を実施しております。さらには，平成２４年度には，専門家が民間保育園
等の施設を訪問し，耐震化の必要性等についてアドバイスする「民間社会福祉施設
への耐震アドバイザー派遣事業」を実施しております。

○

平成２５年度は，新たに非特定建築物の民間保育園についても，耐震診断助成事
業の対象とするとともに，現行の耐震診断助成の補助上限（１，０００千円）を撤
廃します。また，耐震化を要する施設が多く残っている保育園については，耐震診
断助成の事業者負担の軽減を図るため，子育て支援に資する事業実施に必要な財源
を充てることを目的とする子育て支援事業基金を活用します。

○

平成２５年度の早い時期には民間保育園の耐震化計画を策定する予定であり，こ
れらの施策を通じて，耐震診断さらには耐震改修につなげることで，民間保育園の
耐震化を推進してまいります。

（平成２５年度予算額）
・民間社会福祉施設耐震診断助成事業
３８，８００千円【充実】
・民間保育所耐震診断促進事業（子育て支援事業基金の活用）
３９，５００千円【新規】

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３０．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。 学校
給食 などにお いての検査体 制は構築 出来たが，民 間保
育所 では対応 出来ていない ところも あり，その相 談窓
口を設けること。

ＮＯ．

回

４５

答

○

本市では，平成２４年４月の国の放射性物質に関する新しい基準値の適用に先立
ち，平成２４年１月下旬から先行して学校給食に使用する食材に対し，新しい基準
値を適用するとともに，より厳しい基準を独自に設定しているところです。

○

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した牛の全頭検査及び市内小売店で販売されて
いる加工食品等の検査を実施するとともに，これらの検査結果をホームページによ
り情報発信しております。

○

市営保育所においては，学校給食用食材における放射性物質の独自の基準値を参
考に，５０ベクレル/kgを目安として給食食材を選ぶこととしており，民営保育園
でも同様の取組を進めるため，中央卸売第一市場による検査結果のほか，国がとり
まとめている他の自治体等の検査結果の情報提供を行っております。

○

また，平成２４年８月には，本市の補助事業により，京都市保育園連盟が「放射
能から子どもを守る料理の工夫」をテーマとした研修会を開催するなど，保育所の
給食食材に係る安心安全の取組を進めております。
今後も，市営保育所，民営保育園に対して，給食食材選定に関する情報提供を，
すみやかに行い，食の安全の確立を図ってまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３１．障害者雇用の促進
障害者雇用率 の改定もされたが，中 小企業に対して
「ほ っとはあ と企業認定」 の促進な ど，障害者の 雇用
を図 ること。 また教育委員 会・保健 福祉局・ジョ ブパ
ーク などが連 携し，総合支 援学校卒 業生の就職後 のフ
ォローにも努めること。

ＮＯ．

回

４６

答

○

企業規模を問わず，障害者雇用に関する専門家を派遣し，企業の雇用計画の作成
などを支援する「障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業」を実施し，障害者
雇用の拡大に努めるとともに，ほっとはあと製品の開発，生産，販売の新しい事業
モデルづくりを支援する「はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業」により，福
祉的就労の底上げ強化にも取り組むなど，実効性のある支援強化に取り組んでおり
ます。
今後も引き続き，「はあとふる企業認証制度」を実施する京都府とも連携し，障
害者の雇用促進に努めてまいります。

○

総合支援学校卒業生については，総合支援学校が行っている就職先への職場訪問
などにより職場定着に取り組んでいます。また，離職された場合の離職状況の把握
や就職への再チャレンジに向けた取組を進めております。
今後も，より効果的な支援策について，各関係機関が連携しながら検討してまい
ります。

（平成２５年度予算額）
・障害者就労支援推進事業
＜内訳＞
障害者就労支援プロモート事業
障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業
障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業
はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業

３７，１９１千円
１１，３３１千円
７，５００千円【充実】
５，０００千円
１３，３６０千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３２．障害児の移動支援事業の拡充
現在の移動支 援事業は，日々の通学 における支援は
対象 外として 利用出来ず， 改善が求 められている 。移
動支 援事業が 通学支援にま で拡充で きるように， 検討
を行うこと。

ＮＯ．

回

４７

答

○

本市の移動支援事業では，原則として，通勤・通学などの通年かつ長期の利用は
対象としておりません。また，本市の厳しい財政事情下において，移動支援事業の
実績額は毎年増えている状況ですが，一方で，障害児を育む家庭にとって，仕事と
子育ての両立は大きな課題であり，とりわけ，ひとり親家庭においては，通学など
が大きな負担となっており，支援の必要性を認識しております。

○

このため，平成２５年度からは，障害児が利用する移動支援の効率的な運用を図
る中で，ひとり親家庭に対する通学支援を新たに開始します。

（平成２５年度予算額）
・障害福祉オンラインシステム改修費
※事業費は，既存経費の中で対応

１８，９００千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３３．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，通学費の助成を拡充すること。

ＮＯ．

回

○

４８

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２５年度予算額）
・遠距離通学補助事業

２５，９６６千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３４．学校におけるいじめ防止対策の推進
大津市の中学 校における事件をはじ め，学校でのい
じめ による自 殺者が後を立 たない。 本市ではスク ール
カウ ンセラー の配置やアン ケート調 査などの対策 を行
っているが，生徒自らの取組にあわせ，教員・保護
者・ＰＴＡが連携して，いじめ根絶に努めること。

ＮＯ．

回

４９

答

○

平成２３年度に開催した全市の生徒会代表による「京都市中学生生徒会議」，平
成２４年度に開催した各支部の代表生徒による「京都市中学校生徒会サミット」の
成果や生徒たちから発信された「規範意識」，「いじめ」，「命の大切さ」に関す
る宣言を踏まえ，生徒会活動をはじめとする生徒自らの取組の充実を図っていると
ころであり，更なる活性化に取り組んでまいります。

○

保護者・市民団体，京都府警，校長会及び教育委員会の代表者で構成する「京都
市子どもの規範意識を育むプロジェクトチーム」において，いじめ問題等の課題解
決に向けた議論を行い，学校，家庭，地域及び関係機関の連携の下，非行防止教室
の全校実施，生徒会活動の更なる活性化などいじめ根絶に向けた取組を展開してお
ります。

（平成２５年度予算額）
・京都市子どもの規範意識を育むプロジェクトチーム

４５１千円

（経過・これまでの取組等）
平成２２年１２月 「子どもの規範意識を育むプロジェクトチーム」設置
平成２３年 ８月 「京都市中学校生徒会議」の開催
平成２４年 ８月 「京都市中学校生徒会サミット」の開催

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３５．公教育における職業教育の充実
勤労は日本国 民の義務であり，労働 ３法や雇用保険
など の社会保 障制度は，働 く上で知 っておかなけ れば
いけ ない基礎 的な知識であ るにも関 わらず，公教 育で
そう いった法 制度を学ぶ機 会は極め て少ない。特 に就
職を 控えた高 校生や市立芸 術大学等 において，労 働３
法や 社会保障 制度について 学ぶ機会 を確保し，労 災や
不当 解雇，賃 金不払い，サ ービス残 業等の仕事に 関す
るトラブルに対応できる人材を育成すること。

ＮＯ．

回

５０

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，公民科の現代社会及び政治経済の授業等を通じて労働
者の権利や社会保障等の労働法制について学ぶとともに，各高校の特色に応じたキ
ャリア教育の一環として職場体験を行うなど，実社会の仕組みや職業等への理解を
より深める取組を推進しています。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などの取組を推進して
います。また，市立芸術大学においても，平成２４年度から就職支援相談員やキャ
リアアップアドバイザーによる労働３法や社会保障制度に関する相談も含めた総合
的な相談窓口を設けています。今後とも，産業界や関係機関等と連携・協働し，職
業観・勤労観の育成とともに働く上で必要な知見を学ぶ機会の確保に努めてまいり
ます。

（平成２５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

４２，４９０千円
１７，３９９千円
５，４２３千円

（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

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成１８年度
平成２０年度
平成２４年度

５０

答

「スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業」開始
「京都モノづくりの殿堂・工房学習」開始（モデル実施）
「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」を小学校１６０校（※平成２５年度に小
学６年生での実施を予定している１０校を除いた全校）で「ファイ
ナンスパーク」を中学校５０校で実施予定
「京都モノづくりの殿堂・工房学習」を小・総合支援学校９９校で
実施予定

平成２５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

○

５１

答

本市では，毎日約７０，０００食もの小学校給食を提供しており，安定的かつ経
済的に給食を運営するために，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（みやこ）・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，今後は，
京都産や近県産の食材を使用する際に，フードマイレージの視点から生産地と消費
地の関係を食育の一環として取り上げる指導をモデル的に行うなど，今後とも様々
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２５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
子どもたち自 らがお弁当を作るとい うことは，食べ
物の 大切さを 知る，食べ物 を作るこ と食べること の大
切さ を知る， お弁当をつく る大変さ を知り，親へ の感
謝の 気持ちを 育むことが出 来るなど ，大きな教育 的，
道徳 的，食育 的効果があり ，他都市 では全ての小 中学
校で実施しているところもある。本市においては新
「京 ・食育推 進プラン」に おいて各 行政区１校程 度で
実施 すること が目標に掲げ られ，現 在４校で実施 をさ
れて いるが， まずは各行政 区１校で の実施を早期 に実
現す ること。 さらにはその 教育的効 果を検証し， 全校
実施に向けて取り組むこと。

ＮＯ．

回

５２

答

○

京都の老舗料亭の主人等で構成される「日本料理アカデミー」と共同で研究し，
推進している「日本料理に学ぶ食育カリキュラム」においては，プロの料理人によ
る「だし」のうま味等についての食育授業を通じて，食材への感謝の気持ちや生産
者・調理者への感謝の気持ちを育成しております。

○

また，「お弁当の日」についても，同様の教育効果が期待できる取組と認識して
おり，新「京（みやこ）・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，５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２０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，取組を進めてまいり
ます。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３８．今後の高等学校の在り方
① 京都市立工業 高校将来構想委員会か ら中間まとめが
提出 され，洛 陽高校および 伏見工業 高校の改革や 再編
につ いてのパ ブリックコメ ントを実 施した後に， その
方向 性が示さ れることとな っている 。その際には ，関
係者 などの意 見聴取を十分 に行い， 慎重に将来像 をま
とめること。

②

京都市・乙訓 地域公立高等学校教育 制度に係る懇談
会か ら「まと め」が提言さ れて，総 合選抜制度の 廃止
など の新しい 教育制度の案 が示され た。府市民説 明会
やパ ブリック コメントを行 い，年度 内に新制度を 公表
し， ２６年度 （現中学２年 生）から 新制度での受 験体
制に なるが， 京都府教育委 員会との 連携の下，保 護者
や生 徒に十分 周知するとと もに，セ ーフティーネ ット
の確 保を行い ，あわせてナ ンバー校 など高校の格 差助
長にならないよう，特色ある高校づくりに努めるこ
と。

ＮＯ．

回

５３

答

○

市立工業高校の将来構想については，平成２３年６月に設置した「京都市立工業
高校将来構想委員会」において，洛陽工業高校及び伏見工業高校の学校長，中学校
長はもとより，産業界，学識経験者，同窓会関係者，市民公募委員等の参画の下，
幅広い観点で審議が進められ，市民意見募集の結果等も考慮して，ＳＴＥＭ教育の
推進，グローバル人材の育成，産学公の効果的な連携による「ものづくり教育の
場」の創出，施設設備の整備や学校規模の観点から２校の再編を検討すべきとする
ことなどの提言が盛り込まれた「最終まとめ」が提出されたところです。
今後は，この「最終まとめ」と生徒・保護者・産業界等のニーズを十分に踏ま
え，洛陽工業高校・伏見工業高校がより魅力ある学校として発展していくための将
来像を引き続き検討してまいります。

○

「京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会」からの「まとめ」を踏
まえ，「新たな教育制度（案）」を京都府教育委員会と共に策定し，府民・市民か
らの意見募集や説明会を通じて多くの御意見を頂いたところです。
新制度案においては，受検機会を複数回設けるとともに，複数校を志願できるな
ど，進路保障を図りやすい制度上の工夫を組み込んでおり，今後，提出された御意
見を踏まえ，より詳細な制度の具体案を検討し，新制度の内容をまとめたリーフレ
ットの発行や生徒・保護者説明会の開催など，学校現場，生徒，保護者等への丁寧
な周知に努めてまいります。
また，現在，各高校においては，進路実績や部活動に留まらず，校風や地域性な
ど様々な独自の要素を生かした特色化・魅力づくりに取り組んでおり，今後とも生
徒・保護者の多様なニーズ・期待に応えるよう更なる特色づくりを推進してまいり
ます。

（平成２５年度予算額）
・市立高校かがやきプラン

５５，０００千円【新規】
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

５３

答

（経過・これまでの取組等）
＜京都市立工業高校将来構想＞
平成２３年 ６月
「京都市立工業高校将来構想委員会」設置
平成２４年 ９月
「中間まとめ」提出
１０月～１１月 「中間まとめ」に対する市民意見募集
１２月
「最終まとめ」提出
＜京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度＞
平成２３年 ６月 「京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会」設置
平成２４年 ８月 「まとめ」が提出
１１月 「新制度（案）」に対する市民意見募集
平成２５年 １月 「新制度（案）」を府・市両教育委員会にて議決

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

３９．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 大胆な政策転 換が
求め られる。 今年度新たに 「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」 が創設された が，
今後 断熱化な どに対する補 助制度も 創設し，民間 住宅
の長 寿命化・ エコ化を推進 すること 。また今年度 の予
算が わずか２ ～３ヶ月で底 をついて しまったこと を踏
まえ ，東日本 大震災を機に 高まった 市民の耐震化 に対
する 意識を活 かすために， 来年度は 十分な予算を 確保
すること。

ＮＯ．

回

５４

答

○

市民の方々がより分かりやすく利用しやすい制度として平成２４年４月に創設し
た「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」については，平成
２４年度の実績を踏まえ，より多くの市民に活用していただけるよう，助成件数を
増大するなど，更なる拡充を図ってまいります。

○

また，住宅の断熱改修については，「京都市あんぜん住宅改善資金融資制度」の
エコリフォーム融資をより多くの市民に利用していただけるように，市民しんぶん
等での広報に努めるとともに，所得税の特別控除等についても併せてＰＲすること
で，今後も引き続き住宅の長寿命化・エコ化を推進してまいります。

（平成２５年度予算額）
・木造住宅耐震診断士派遣事業
１２，５００千円【充実】
・京町家耐震診断士派遣事業
２７，３００千円【充実】
・非木造建築物耐震診断助成事業
１８，０００千円
・特定建築物耐震改修助成事業
債務負担
・木造住宅耐震改修計画作成助成事業
１６，０００千円
・非木造建築物耐震改修計画作成助成事業
２３，０００千円
・耐震ネットワークによる普及啓発等の耐震化対策 １９，７５５千円【充実】
・木造住宅耐震改修助成事業
２７９，０００千円【充実】
・京都市あんぜん住宅改善資金融資制度
６１９，４５５千円（預託金）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４０．細街路政策の充実
京都市内には 細街路が多数存在し， 地域の身近な社
会を 形成した り，古くから の特徴あ る京都の町並 みを
形作 る役割を 果たしている 。その一 方で，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。平成 ２４
年７ 月に策定 された「歴史 都市京都 における密集 市街
地対 策等の取 組方針」及び 「京都市 細街路対策指 針」
の二 つを活用 し，効果的な 細街路政 策の充実，細 街路
を有効に活用したまちづくりを進めていくこと。ま
た， その中で 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
先進事例構築へ向けて取り組むこと。

ＮＯ．

回

５５

答

○

「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」及び「京都市細街路対策
指針」を踏まえ，京都の特性に応じた対策の展開・充実や，地域における「まちづ
くり」としての取組に視点をおいた施策を展開してまいります。
具体的な施策としては，住宅の更新を誘導する施策を含め，地域コミュニティに
よるソフト面の防災力強化や，沿道建物の耐震性，防火性の向上などの検討を進め
ており，その一つとして，平成２４年７月から，袋路の避難安全性向上のための助
成を行う「細街路対策事業」を実施しております。

○

また，取組方針と合わせて，「優先的に防災まちづくりを進める地区」を１１地
区選定しました。これらのうち，仁和学区及び六原学区においては，平成２３年度
から地域と行政が一体となった防災まちづくりを進めており，今後も継続して取組
を進めるとともに，平成２４年度には，新たに翔鸞学区及び朱雀第二学区を選定
し，防災まちづくりに着手しております。

○

さらに，中京区先斗町区域及び下京区新釜座町の一部の細街路において，３項道
路指定を含む細街路対策を推進するための調査検討を行っております。

○

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
粘り強く行っております。また，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，建築基準法に基づく家屋の除却等の命令を行うなど，
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２５年度予算額）
・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
２２，０００千円
・京都市細街路対策事業（狭あい道路整備事業を含む）
１２，６００千円
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

５５

答

・細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用
５，０００千円【新規】
・細街路の特性に応じた対策帳票整備事業（緊急雇用創出事業）
１，９７６千円
・行政代執行
２０，０００千円
（経過・これまでの取組等）
＜細街路・密集対策に関する取組＞
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検討
会議」の設置
平成２４年１月 「優先的に防災まちづくりを進める地区」の選定・公表
７月 「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」及び
「京都市細街路対策指針」の策定
「京都市細街路対策事業」の実施
＜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２４年度 「中京区防災会議 中京区危険建物等対策部会」の設置

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４１．公共交通不便地域解消に向けての支援
公共交通が不 便な市内各所で，地域 主体の交通問題
研究 会等が発 足しているが ，コミュ ニティバス等 の新
公共 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。また南 部地
域バ ス検討協 議会における ，京阪淀 駅～阪急西山 天王
山駅 間を中心 とする広域内 での新規 バス路線設置 へ向
けて ，本市が リーダーシッ プを発揮 するとともに ，交
通社会実験を行うこと。

ＮＯ．

回

５６

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
者等の外出促進等に効果のある施策として位置付けています。

○

コミュニティバス等の公共交通については，生活交通として将来にわたって持続
可能な運行を確保することが求められることから，運賃収入を基本として運行する
ことができるよう，住民が生活交通の重要性を認識し，地域の総意の下，自らが主
体的に利用することにより守っていくとの意識の高まりが大変重要です。
そのため，本市では，これまでに北区雲ケ畑地域や山科区小金塚地域など，地域
全体の機運が高まっている地域において支援を行っており，引き続き地域の実情に
応じた生活交通の確保に向け，支援してまいります。

○

また，京阪淀駅～阪急西山天王山駅を結ぶ広域内の新規バス路線については，京
都市南部地域の活性化につながる公共交通ネットワークの形成を図る観点から，本
市をはじめ，府，関係自治体，交通事業者からなる南部広域バス検討協議会におい
て社会実験も視野に入れた新規バス路線の検討が行われるよう，引き続き積極的に
働き掛けてまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２４年 ３月 第１回南部広域バス検討協議会開催
６月 京阪淀駅～阪急西山天王山駅を結ぶ新規バス路線導入に向け
た，周辺企業へのヒアリングの実施
８月 京阪淀駅～阪急西山天王山駅を結ぶ新規バス路線導入に向け
た，沿線６自治体の住民（２，０００世帯）への交通アンケ
ートの実施
１０月 第２回南部広域バス検討協議会開催

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４２．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，助成制度を拡大すること。

ＮＯ．

回

５７

答

○

付置義務が課せられる以前に造られた既存の集客施設の施設設置者に対しては，
「京都市自転車等放置防止条例」において努力義務を課しており，「京都市民間自
転車等駐車場整備助成金制度」の助成対象とすることは，公平性の観点から困難で
すが，引き続き，駐輪場の整備を働き掛けるとともに，駐輪場設置促進策について
も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おり，引き続き駐輪
場の整備を働き掛けてまいります。

（平成２５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２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４３．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

○

５８

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
導しています。
また，地域の住民が将来像を検討したうえで，当該地域において葬祭場を立地規
制することが合理性を有し，合意形成が図られた場合には，地区計画や建築協定を
活用することにより，その地域の将来像の実現のために葬祭場の用途を制限するこ
とができることとしており，具体的な事例として，祇園四条地区地区計画において
は，葬祭場を含む用途の制限を行っております。
今後とも，引き続き，住民の声に即した制度の活用や研究を進めてまいります。

（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等の撤廃等）
平成２４年 ８月 「祇園四条地区地区計画」の都市計画決定（葬祭場を含む用途
制限）
１１月 同地区計画の用途制限の条例化

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４４．住民生活に欠かせない施設の拡充
地域の公園や 集会所などの施設は， 地域コミュニテ
ィの 活性化を はじめ，住民 生活に欠 かせない大切 な施
設で あるが， しかし地域に よってそ れら施設の整 備に
かな りのばら つきが生じて いる。地 域コミュニテ ィの
活性 化に向け て，集会所な どの設置 促進や助成拡 充を
行う とともに ，公園が不足 している 地域での設置 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すること。

ＮＯ．

回

５９

答

○

集会所や公園などの施設は，地域コミュニティの活性化や災害時の避難場所とし
て，重要な役割を果たすものと考えています。

○

集会所については，これまでから，自治会・町内会等が行う集会所の新築や老朽
化に伴う修繕，耐震改修工事などに要する費用の一部を補助してきたところであ
り，今後も，より多くの地域からの要望にお応えできるよう，予算の確保に努めて
まいります。

○

公園の整備については，災害時に避難場所にもなることから，公園がない地域な
ど，優先順位を定め，整備に取り組んでおります。

○

災害時の避難場所の確保は，重要な課題と認識しており，「広域避難場所」（平
成２４年１１月１日現在６９箇所）や「避難所」（平成２４年１１月１日現在４０
６箇所）の指定を進めているところです。
発災後，地域住民が集合して近隣の安否や周辺被災状況の確認，消火，避難誘導
等の災害に対処する場所として「地域の集合場所」が地域住民によって決められて
いますが，現在，避難所の総収容人員が約１６万人にとどまっており，今後，市内
に最大の被害が出ると想定されている花折断層による最大避難者約３０万人を収容
することができるよう，集会所整備の支援や公園整備なども行いながら，災害時の
避難場所の確保に努めてまいります。

○

また，地域の高齢者が気軽に集える居場所の設置促進のため，平成２４年度か
ら，「地域における高齢者の居場所づくり支援事業」を実施しており，今後も，地
域コミュニティの活性化に向けて，多様な地域の居場所づくりに向けて支援を行っ
てまいります。

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
（平成２４年度２月補正予算額）
＜公園施設整備＞
公園施設整備

答

１，５７６，６７１千円

（平成２５年度予算額）
＜集会所＞
集会所新築等補助金
１７，２５０千円
＊補助金交付限度額及び補助率
新
築：総工事費の１／２以内，限度額 ８，０００千円
増改築・修繕：総工事費の１／２以内，限度額 ４，０００千円
＜公園施設整備＞
公園施設整備
４５４，８７２千円
＜地域における高齢者の居場所づくり支援事業＞
地域における高齢者の居場所づくり支援事業
９，１８０千円
（経過・これまでの取組等）
＜集会所＞
補助金交付件数績
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度（予定含む）

７件
１０件
１１件

５９

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

４５．バス利用環境の改善
現 在，洛ナ ビでは経路と ダイヤを 組み合わせた 検索
が出 来ないシ ステムとなっ ているが ，より使いや すい
もの となるよ う，ダイヤ連 動のシス テムに改善し てい
くこ と。また ベンチの設置 など，バ ス待ち環境の 改善
を一層図ること。

ＮＯ．

回

６０

答

○

洛ナビについては，パソコンや携帯電話から市バス・地下鉄の経路をインターネ
ットで検索できるサービスとして，平成１９年度から開始しており，平成２０年度
には，携帯版におけるＧＰＳ検索に対応するなど，これまでから，サービスの充実
に向けて取り組んでまいりました。
現在，バスや鉄道などの公共交通を利用してスムーズに目的地まで移動いただく
ための，ダイヤに連動した新たなルート検索システム「「歩くまち・京都」バス・
鉄道乗換情報発信システム（仮称）」の開発を行っており，洛ナビについてもこの
システムとの連携を検討するなど，引き続き，市民や観光客により便利なサービス
となるよう，利便性の向上に努めてまいります。

○

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，ベンチの設
置及び広告付きバス停留所上屋整備事業に積極的に取り組み，バス停留所施設の整
備を進めているところです。また，平成２４年度においては，バス停留所へのイン
ターネット環境の整備であるＷｉＦｉスポットの設置を進めております。
平成２５年度は，バスロケーションシステムの設置を年間５基から１０基へ増や
すとともに，新たにバス停標識柱簡易ソーラー照明器具の設置を促進します。さら
に，地域や民間の協力をいただき，歩道等に隣接する場所にバス待ちスペースを確
保し，バス待ち時間を安全・快適かつ，有効にお過ごしいただけるよう，新たな発
想による「バスの駅」設置を関係機関と連携して推進してまいります。

（平成２５年度予算額）
・洛ナビシステム改修
２，３８５千円【新規】
・「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信事業（緊急雇用創出事業）
１５，２２６千円【充実】
・バスロケーションシステム設置
１８，０００千円【充実】
・バス停留所ベンチ設置
４，０００千円
・バス停標識柱簡易ソーラー照明器具
１，２００千円【新規】
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
・バスの駅設置

６０

答
２０，０００千円【新規】

（経過・これまでの取組等）
平成２４年度～ 「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信事業（開発）
広告付きバス停
バスロケーションシステム設置
ベンチの設置

６６箇所
２８８箇所
６９２箇所

（平成２４年１２月末現在累計）
（平成２４年１２月末現在累計）
（平成２４年１２月末現在累計）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

Ⅳ 地域別要望
北区
○ 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。

ＮＯ．

回

６１

答

○

御薗橋改修については，予備設計の結果，約２倍の幅員の橋を架け替えるととも
に，東側道路も同様に拡幅するなど抜本的な整備を実施していくこととしておりま
す。
平成２４年度は用地測量，移転対象となる物件の調査を行っており，平成２５年
度は，御薗橋の詳細設計及び用地買収を実施し，早期の工事着手を目指してまいり
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，平成２４年４月
に用地買収が完了し，道路築造工事を引き続き実施しており，平成２４年度内の完
成を目指してまいります。

（平成２５年度予算額）
・御薗橋（詳細設計，用地補償等）
・賀茂川紫竹線（京都貴船線）（道路区域決定等）

１６２，０００千円
４，１５０千円

（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を実施
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 御薗橋東側の用地測量及び補償物件調査，賀茂川紫竹線の完成に向
けた工事

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

北区では学生 と地域住民との協働の 取り組みが多く
行わ れている 。それらの取 り組みが 地域ごとのば らば
らな 動きでは なく，北区全 体の動き として連携し てい
けるように，必要な支援を行っていくこと。

ＮＯ．

回

○

６２

答

北区では，平成２４年７月の「大学・地域包括連携協定」締結，平成２４年１１
月の「地域と若者 つながるワークショップ」開催など，学生と地域住民との協働
による取組支援の体制を整えつつあります。平成２５年度は，引き続き「区民提
案・共汗型まちづくり支援事業」等の事業において，大学の教育成果の活用と地域
への参画を促すとともに，新たな情報発信を検討し，区全体での連携支援を更に強
化してまいります。

（平成２５年度予算額）
・北区民まちづくり提案支援事業
・北区民まちづくり会議の運営等

５，０４０千円【充実】
７８７千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

北区北部山間 地域まちづくり構想に よる北山三学区
の地域特性を生かした地域活性化の取組にあたって
は， 定住の促 進につながる よう施策 をすすめてい くこ
と。

ＮＯ．

回

○

６３

答

北山三学区（中川，小野郷，雲ケ畑）においては，人口の減少と高齢化が進んで
おり，定住の促進が課題であると認識しております。平成２４年度，平成２５年度
の２箇年で取り組んでいる「北区北部山間地域まちづくり構想」策定事業において
は，定住促進も含めた課題への具体策について，地域が自立的に取り組んでいくこ
とができるよう，合意形成を目指してまいります。

（平成２５年度予算額）
・北区北部山間地域まちづくり構想策定事業

４，５７０千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

上京区
○ 御所の西側お よび北側の歩道が狭く ，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

６４

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，安全対策を進めています。平成２３年度には，
烏丸今出川バス停（今出川通西行）付近にデッキ等を設置し，平成２４年度は，烏
丸通の横断歩道部３箇所でデッキ等の設置工事を行っていくこととしております。

○

平成２５年度は，烏丸通のバス停及び横断歩道部計１１箇所について，デッキ等
を設置し，引き続き京都御所周辺の歩道の安全対策を進めてまいります。

（平成２５年度予算額）
・京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業 ２１，０００千円
（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
７月 環境省が京都市の計画案を基本的に了承

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

同志社大学５ ０００人移転にともな う烏丸今出川附
近駐輪場問題について，地元でも論議を行っている
が，抜本的改革を行うこと。

ＮＯ．

回

６５

答

○

違法駐輪が多く，歩行者の通行の妨げとなっている烏丸今出川付近については，
違法駐輪の防止・解消に取り組むため，地域団体，大学，大学生及び警察署等の関
係機関で構成する「烏丸今出川自転車対策プロジェクト」を設置し，「歩道上は駐
輪禁止」のプラカードを持って声掛けをする自転車放置防止活動や，「違法駐輪防
止」ポスター等の「烏丸今出川啓発用屋外展示スペース」への掲出などの対策を講
じているところです。

○

烏丸今出川付近における路上駐輪等に係る調査の結果，近隣店舗を利用する短時
間駐車がほとんどであることから，対策として市内で効果を上げている路上駐輪場
の整備を進めることとし，平成２５年３月末の整備完了を目指し取り組んでいると
ころです。

（平成２５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
烏丸今出川周辺で駐輪場（自転車８５台，バイク３２台分）に対し
て助成
平成２３年度 烏丸今出川交差点における放置自転車の解消を目的とし，行政，地
元住民，同志社大学及び学生等で構成した「烏丸今出川自転車対策
プロジェクト」を設置
平成２４年度 烏丸今出川路上駐輪場の整備（平成２５年３月末整備予定）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

上京区は京都 市内でも最も木造家屋 と狭隘な路地が
多く ，防火防 災上の困難を 抱えてい る。新小型消 防車
配置を含む充分な対策を講じること。

ＮＯ．

回

６６

答

○

新小型消防車（速消小型水槽車）については，平成２４年１１月に，上京消防署
及び東山消防署に各１台配置しました。今後は，新小型消防車の運用実績を踏まえ
た小規模火災に特化した実戦的な訓練を消防活動総合センターで実施するととも
に，実車による管轄区域の細街路の実態把握にも努め，新小型消防車の特性を生か
した消防活動能力の向上を図ってまいります。

○

古い木造家屋と狭あいな路地（細街路）が集中する市街地の安全性向上のため，
木造住宅の耐震化の取組を強化するとともに，「京都市細街路対策指針」に基づ
き，袋路の避難経路確保など，細街路の安全対策を推進してまいります。

○

特に，上京区の翔鸞，仁和，正親，聚楽，出水（北地区）の５地区については，
密集市街地対策を重点的に進める「優先的に防災まちづくりを進める地区」に選定
されており，このうち，仁和学区については平成２３年度，翔鸞学区については平
成２４年度から，住民と行政の連携の下，防災まちづくりの取組に着手していま
す。

（平成２５年度予算額）
・京都市細街路対策事業（狭あい道路整備事業含む。）

１２，６００千円【充実】
・細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用
５，０００千円【新規】
・細街路の特性に応じた対策帳票整備事業（緊急雇用創出事業）
１，９７６千円
・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
２２，０００千円

（経過・これまでの取組等）
平成１９年 ７月 「京都市建築物耐震改修促進計画」の策定
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２３年度
平成２４年

１月
７月

６６

答

「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
「優先的に防災まちづくりを進める地区」の選定・公表
「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」及び
「京都市細街路対策指針」の策定

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

左京区
○ 旧区役所跡地 については，京都大学 の研究施設とし
ての 目途が立 ったが，市民 も利用出 来るスペース の確
保を 大学側と 協議すること 。また南 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・自治会館
や，児童館・消防器具庫の立替地として確保するこ
と。

ＮＯ．

回

６７

答

○

旧左京区役所跡地については，世界最高水準の教育研究を展開するという京都大
学の大学院教育プログラムである「京都大学大学院思修館」の施設用地として，
図書室，大講義室，会議室，研究室等が設けられる予定です。
これらの施設は基本的に教育研究の用に供するために建設するものであることか
ら，大学からは，それ以外の利用は難しいと聞いているところですが，今後，大学
との協議に当たっては，要望の趣旨を伝えてまいります。

○

南側駐車場跡地については，現時点で活用方法は未定ですが，左京のまちづくり
に資するよう，総合的な検討を行い，有効活用を図ってまいります。

平成２５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

６８

答

○

左京区における新体育館の整備については，平成２５年度において，宝が池公園
球技場南側の遊休地における宝が池公園体育館（仮称）の整備に向け，候補地の状
況調査，施設の基本概念・基本図面の作成，各種法規制への対応等の基本調査を実
施します。
また，当該候補地は現在，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，今後の整備に向けた取組を進めてまいります。

（平成２５年度予算額）
・宝が池公園体育館（仮称）整備に係る基本調査

５，０００千円【新規】

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

北部周辺地域 においては人口も少な く，学童クラブ
事業 や昼間里 親事業を安定 的に運営 するためには 課題
も多 い。市内 一律の制度で はなく， 地域事情を勘 案し
た制度を構築すること。

ＮＯ．

回

６９

答

○

北部周辺地域を始めとする山間地域等の放課後児童対策については，平成２４年
度から地域学童クラブ事業の補助要綱を改正し，５人から９人の小規模学童クラブ
についても，本市単費による補助が行えるよう取組を進めており，今後とも，指導
員確保の困難性等の地域事情を踏まえたうえで，安定した事業が継続して行えるよ
う対応してまいります。
平成２５年度においては，新たに２クラブに対して地域学童クラブ事業補助を実
施する予定です。

○

また，子育て支援についても，保育需要がある花背地域においては，昼間里親事
業を実施しておりますが，制度上，原則３歳未満児を保育対象としているところで
あっても，小学校就学前児童を受け入れ柔軟な対応を行っております。
今後も，地域事業を把握し，的確に対応してまいります。

（平成２５年度予算額）
・地域学童クラブ事業
・昼間里親委託事業

３４，０６３千円【充実】
５００，６６９千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

山中越えでは 側溝が小さいことと側 溝の清掃間隔が
長い ことから ，道路上に落 ち葉等が 堆積しており 通行
の妨 げとなっ ている。また ，雑木林 が伸びている こと
から 大型車の 通行障害とな っている 。大津市では 対応
がで きている にもかかわら ず，京都 市域内に入っ た途
端に未整備となっている。早急の整備をお願いした
い。

ＮＯ．

回

７０

答

○

山中越えについては，平成２４年度に，桝周辺の特に土砂堆積が多く見受けられ
る箇所において，側溝の清掃を行い改善を図っております。今後とも現場パトロー
ルや地元要望に基づき，計画的に清掃を実施し，適切な排水路の維持管理に努めて
まいります。

○

雑木が伸び，大型車の通行障害となっている箇所については，本市管理の樹木の
場合は，伐採又は剪定を行っております。また，民有地の樹木については，所有者
に伐採等をお願いしておりますが，所有者が不明であるなどの理由により伐採等が
行われない場合は，本市において伐採しております。今後も引き続き，通行障害と
なっている樹木について伐採等を行うことにより，道路の安全な通行環境の確保に
努めてまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２４年度 土砂堆積箇所における清掃の実施

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

東山区
○ 白川筋を東大 路から三条通まで抜け 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 為に
も改 善策を検 討すること。 また，東 山五条交差点 など
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。

ＮＯ．

回

７１

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，地元住民から改善要望
を頂いております。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も，交通規制等の改善策を検討し，関係機関への働き掛け
を進めてまいります。

○

東山五条交差点については，平成２３年度に，公安委員会と調整し区画線の変更
などの交差点対策を行っております。また，その他の交差点においても，現場の状
況を勘案し，関係機関との協議を行い，交通渋滞の解消に向け更なる対策を検討し
てまいります。

○

また，東大路通については，地域住民，商店街，関係団体及び行政機関等で構成
する「東大路通歩行空間創出推進会議」において協議を重ね，パブリックコメント
で市民から頂いた御意見も参考に，「東大路通整備構想」を平成２４年８月に策定
しました。
平成２５年度は，沿道における荷捌きや交通混雑など諸課題の解決に向けて，東
大路通や周辺道路の詳細な交通調査を実施し，その結果を地元住民や関係団体等に
丁寧に御説明するとともに，御意見をしっかりお聴きしながら事業を進めてまいり
ます。

（平成２５年度予算額）
・「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業

５０，０００千円【充実】

（経過・これまでの取組等）
平成２２年 ７月 地元住民が主体となった「歩いて楽しい東大路をつくる会」の
設置 （平成２３年３月まで計３回開催）
平成２３年 ２月 ニュースレターによる地元周知（平成２３年７月にも実施）
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２４年

３月

７１

答

地元住民，関係団体及び行政機関等が参画する「東大路通歩
行空間創出推進会議」を設置（平成２４年８月までに計３回
開催）
シンポジウム「歩いて楽しい東大路」を開催
５月～６月
「東大路通整備構想」（素案）に対するパブリックコメントの
実施
８月 「東大路通整備構想」の策定
１２月 交通調査の実施

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

観光客が京都 駅へ向かう利便性を高 める為，京都市
バス ２０２号 系統，２０７ 号系統の 一部が京都駅 八条
口を 経由する 形で路線改善 された。 しかしながら 本数
が少 なく，存 在も充分に知 られてい るとは言えな い。
これ では多く の利用客にと って利便 性を図れたと は言
えな い。更な る利便性向上 のために 交通局と連携 して
取り組むこと。

ＮＯ．

回

○

７２

答

平成２４年３月のダイヤ改正において，京都駅八条口を経由する２０２号，２０
７号系統の運行回数を平日は８回から１６回に，土曜・休日は７回から１１回に増
便し，更には，観光系統「洛バス」１００号系統について，平日，土曜日，休日と
も大幅に増便するとともに，最終バスの発車時刻を繰り下げることで，利便性向上
を図りました。
引き続き，観光シーズンの案内活動や市バス車内にチラシを掲示するなど，継続
的な周知に努め，一人でも多くのお客様に御利用いただけるよう努めてまいりま
す。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

二年坂の石畳 化と階段の修正により 転倒事案が増え
ている。地元と協議の上早急に改善に取り組むこと。

ＮＯ．

回

○

７３

答

二年坂の石畳については，平成２３年９月に，表面をバーナーで焼いて凹凸を付
ける防滑処理を行いました。今後も定期的に表面の滑りを点検し，防滑処理を実施
するとともに，他の施工方法等についても検討してまいります。

（経過・これまでの取組等）
平成２１年３月 二年坂の階段部分の工事完成
平成２３年６月 注意看板設置
９月 バーナー仕上げによる防滑処理工事を施工

平成２５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， 斜め久世 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 発生
削減 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

○

７４

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掛けており，現在，ＥＴＣ車を対象とした割引が実施され
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が行われて
おり，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て働き掛けてまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

山科区では全 学区がエコ学区に認定 され，市長から
も環 境先進区 として取組を 進めると の表明もあっ た。
しか しながら 現在のところ ，新たな 取組は学習会 程度
しか まだ実行 されていない 。環境先 進区としてど う取
組を 行うか， その方針が区 民に見え るように，今 後の
展開についての具体的な政策を示して頂きたい。

ＮＯ．

回

７５

答

○

山科区では，これまでから，「山科区２万人まち美化作戦」や「山科区エコアク
ション№１宣言」環境イベントを実施するとともに，区民ボランティアによる花の
植栽や，地域住民による花の植栽への支援などを行う「山科区フラワーロード推進
事業」等，環境先進区として多様な事業を進めており，平成２３年度には山科区全
体が「エコ学区」として認定されました。

○

平成２３年度は省エネ学習事業として，２回の学習会の実施に加え，参加世帯か
ら排出されるＣＯ２や光熱費を計算し，各家庭の事情に沿った省エネの実践方法を
アドバイスする「うちエコ診断」を実施しました。平成２４年度は，「地域実験事
業」として，各学区で取り組んでいるエコ活動を取材し，取組事例を冊子に取りま
とめているところであり，区民の環境意識に対する高まりは，より一層進んできて
おります。

○

平成２５年度は，地域ぐるみでのライフスタイルの転換を目指し，作成した冊子
を参考に，各学区がエコの取組をさらに進められるよう支援してまいります。

（平成２５年度予算額）
・「エコ学区」事業※
４４，１００千円【新規】
※山科区以外も含む。
・山科区２万人まち美化作戦
１８０千円
・山科区エコアクション№１宣言
１９０千円
・山科区フラワーロード推進事業
３８０千円
（経過・これまでの取組等）
平成１５年 ６月～ 山科区２万人まち美化作戦開始
平成１７年１０月～ 山科区フワラーロード推進事業開始
平成２０年１０月～ 山科区エコアクション№１宣言開始
平成２３年 ７月
山科区全体（全学区）がエコ学区に認定

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２３年１０月
平成２４年２，３月
１０月～
１２月

７５

答

エコ学区「うちエコ診断」事業実施
エコ学区「省エネ学習会」開催，山科エコ学区だより第１号
発行
エコ学区「地域実験事業」として，エコ活動を取りまとめた
冊子づくりのため，各学区のエコ活動等を取材
山科エコ学区だより第２号発行

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

西野街道につ いて，新十条通より南 側では整備が行
われ ，通行し やすい道路と なったが ，新十条通北 側は
およ そ２００ ｍの区間のみ が南行き 一方通行のま まで
あり，北上する車両にとって大きな障害となってい
る。 山科区は 南北に縦断出 来る道が 限られており ，西
野街 道もその 一つである事 から，一 方通行区間の 道路
整備を早期に進めて頂きたい。

ＮＯ．

回

○

７６

答

西野街道（都市計画道路御陵六地蔵線）の西野山大宅線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，早期の事業着手は
困難な状況です。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

中京区
○ 平成４年に事 業着手をした西小路通 丸太町～旧二条
通間 （３６０ ｍ）の拡幅工 事につい ては，現在実 質的
に用 地買収は 完了し，本年 度内に埋 蔵文化財の調 査が
一部 を除き完 了する予定で ある。よ って早期に所 要の
予算を確保し，完成を図られたい。

ＮＯ．

回

○

７７

答

西小路通拡幅事業については，残るＪＲ用地の取得や埋蔵文化財調査を進めると
ともに，平成２５年度は完成を目指して工事に着手してまいります。

（平成２４年度２月補正予算額）
・西小路通（工事費）
（平成２５年度予算額）
・西小路通（工事費，用地費等）

１５，０００千円

１７０，８００千円

（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２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

三条通りの七 本松～六軒町間（約２ ００ｍ）は，都
市計 画による 道路拡張計画 が定めら れているが， 長年
事業 着手され ていないため ，歩車道 が狭小で，歩 行者
や自 転車が安 心して通行出 来ない現 状にある。当 該区
間の 両端エリ アは，道路整 備が終了 もしくは広幅 員の
歩道 が整備さ れており，当 該区間が 整備されれば 歩行
者・ 自転車の 安全性が飛躍 的に向上 する。よって 整備
工法 の検討も 併せて，歩車 道拡幅整 備の推進を図 られ
たい。

ＮＯ．

回

○

７８

答

都市計画道路三条通の七本松通から六軒町間の歩道拡幅については，用地買収が
必要であるため，本市の厳しい財政状況の下では，早期の事業着手は困難な状況で
すが，舗装の補修など，適切な維持管理により，安心して通行できる環境の確保に
努めてまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

下京区
○ 梅小路公園では，本年春に京都水族館がオープン
し， また今後 鉄道博物館の 建設計画 もあり，周辺 は大
きく 変貌する 。そこで京都 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

７９

答

○

平成２４年３月に開業した「京都水族館」の入場者数は，開業から約８箇月の平
成２４年１１月初旬に開業初年度の目標としていた２００万人に達しており，梅小
路公園はもとより，周辺地域の賑わいに大きく寄与しております。

○

平成２４年１２月には，本市が誘致していた「（仮称）京都鉄道博物館」につい
て，ＪＲ西日本から平成２８年春頃開業を目指すとの計画が発表されました。
本市においては，鉄道博物館の建設を契機に，梅小路公園の更なる賑わいと公園
利用者の憩いの場を創出するため，平成２５年度は公園の拡張再整備に取り組んで
まいります。今後も，京都水族館の開業，鉄道博物館の建設計画等と併せて，梅小
路公園の魅力向上と下京区西部エリアの賑わいにつながるよう再整備を進めてまい
ります。

○

中央卸売市場第一市場では，平成２４年８月に，本市場の新鮮な魚を使った賑わ
いの施設である「すし市場」を民間活力の導入により設置し，好評を得ているとこ
ろです。また，平成２４年１２月には，場内業者により整備された「京都青果セン
ター」内に，京都の四季折々の食を味わうことのできる体験コーナー等を常設する
「京の食文化ミュージアム・あじわい館」を府市連携によりプレオープンし，平成
２５年４月に本格オープンする予定であり，下京区西部エリアの更なる賑わいの創
出が期待されます。

○

下京区西部エリアに存在する多数の観光資源を有効に生かし，更には地域活性化
にもつながるよう，主要な道路である七条通の車道部及び歩道部（自転車通行帯も
含む）の幅員の見直しや歩道改修を実施します。平成２４年度は，七条通（大宮通
～ＪＲ高架下）の通行環境を改善する道路詳細設計を実施中であり，平成２５年度
の工事着手を目指しています。

（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回

７９

答

○

さらに，梅小路公園周辺に４３箇所整備した，アップグレード観光案内標識につ
いても，適宜，改修等を行うことで，当該エリアの魅力向上に努めてまいります。

○

これらの取組の効果が互いにつながり合い，面として大きな相乗効果が発揮でき
るよう，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，平成２４
年度に設置した「下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議」において，引き続
き，地域資源の活用，課題の解決方法や地域の将来像などについて議論してまいり
ます。また，平成２５年度の新たな取組として，将来構想策定に向けた検討素材と
するため，エリアの現況等の基礎調査を実施するほか，エリア内の施設や団体と連
携したイベント開催やホームページなどによる情報発信を通じて，民間活力を最大
限生かせるネットワークの形成や地域活性化に向けた機運の醸成を図ってまいりま
す。

（平成２４年度２月補正予算額）
・梅小路公園再整備（広場整備）
・七条通歩道整備工事（西新屋敷公園，小坂公園）

２１３，７５０千円
８，４００千円

（平成２５年度予算額）
・梅小路公園再整備（広場整備）
・京の食文化ミュージアム・あじわい館事業
・七条通歩道整備工事（大宮通～ＪＲ高架下）
・下京区西部エリアの活性化推進事業

３５０，０００千円【新規】
４６，０５４千円
１３９，４００千円
１０，０００千円【充実】

（経過・これまでの取組等）
平成２２年 ５月 公園施設（水族館）の設置許可
平成２３年 ９月～平成２４年 ４月
梅小路周辺エリアの観光案内標識を整備
平成２４年 ３月 「京都水族館」開業
（次ページに続く）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

ＮＯ．

回
平成２４年

７月

８月
１２月
平成２５年 １月

７９

答

下京区西部エリアに関係する企業，事業者，大学，地域住民等
が参画する「下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議」を
設置
「すし市場」開業
「京の食文化ミュージアム・あじわい館」プレオープン
本市が梅小路公園の拡張再整備の概要を公表

平成２５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

○

８０

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推進するとともに，「はばたけ未来へ！ 京プラン
（京都市基本計画）」に位置付けた「個性豊かで魅力的なまちづくり」に向け，市
民，民間事業者，ＮＰＯなどの多様な主体の参画によるまちづくりを推進してまい
ります。

（平成２５年度予算額）
・住宅地区改良事業 １，３４９，０８８千円
（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 都市計画決定
１０月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業 施行規程議決(９月市会)
平成２４年 ３月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業 事業計画決定
崇仁北部第四住宅地区改良事業 事業計画変更
４月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業 換地設計案策定業務着手
８月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業 第１回審議会開催
崇仁北部第一地区土地区画整理事業 道路設計着手
９月 崇仁北部第四住宅地区改良事業塩小路高倉新３棟（仮称）基本
計画策定
１０月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業 第１回評価員会開催
１１月 崇仁北部第四住宅地区改良事業塩小路高倉新３棟（仮称）実施
設計着手
１２月 崇仁北部第一地区土地区画整理事業 第２回審議会開催
崇仁北部第二地区土地区画整理事業 現況測量業務着手

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

南区
○ 本市最大のタ ーミナルである京都駅 の南口駅前広場
につ いては， 安心安全で快 適な歩行 者空間の確保 ，交
通渋 滞や放置 自転車の対策 ，アート モニュメント など
の配 置による 市民や観光客 が集う場 ・憩う場とし ての
魅力 的な広場 空間の創出， 緑化など による排気ガ ス対
策， 利用者の 視点に立った 路線バス 停留所の再配 置な
どの課題を十分に踏まえ，早急に整備を図ること。

ＮＯ．

回

○

８１

答

京都駅南口駅前広場の整備については，路線バスの停留所を駅正面に集約するこ
とにより路線バスの駅へのアクセス機能を向上させるほか，サンクンガーデンの改
良による修学旅行生や団体客の待機スペースの確保，地下機械式駐輪場の導入によ
る自転車駐車容量の拡大，市民や観光客が集い憩える広場の設置，景観にも配慮し
た緑化など，国際文化観光都市・京都の玄関口にふさわしい駅前広場として整備す
る計画としており，早期実現に向け引き続き取り組んでまいります。

（平成２５年度予算額）
・京都駅南口駅前広場の整備

１６７，５００千円【充実】

（経過・これまでの取組等）
平成２１年 ５月 駅前広場の利用実態調査を実施
６月 駅前広場の整備計画に関する「研究会」（学識経験者，有識
者，京都府警及び庁内関係部長等により構成）を設置
１０月 駅前広場周辺の交通量調査を実施
平成２２年 ４月～５月
第１回市民意見募集（整備計画の考え方，イメージ）
７月～８月
第２回市民意見募集（施設配置案）
平成２３年 ３月 「京都駅南口駅前広場整備計画」の策定
平成２３年度
予備設計・測量を実施
平成２４年 ７月 法定説明会の開催
８月 公聴会の開催

平成２５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 めるよう 実行して頂き たい。あ わせて南北の 久世
梅津 北野線の 四条以北への 取組も同 様に進めてい ただ
きた い。また 大震災の影響 により， 橋梁の耐震化 等が
主流 になって しまっている が，右京 区は西部地域 にお
いて 道路整備 が遅れており ，また公 園・緑地等も 少な
いため，特別な配慮対策を求める。

ＮＯ．

回

８２

答

○

右京区の西部地域において都市計画道路の整備が遅れていることは認識しており
ますが，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
は困難な状況です。

○

太秦天神川駅西部地域まちづくりの取組については，「はばたけ未来へ！ 京プ
ラン」実施計画において，予算を効率的・効果的に配分するために道路事業の抜本
的見直しを行っている中，原則，計画期間内の事業進捗を見送ることとしておりま
すが，今後も路線の状況や本市の財政状況を勘案しつつ，道路整備の進め方を検討
してまいります。

（経過・これまでの取組等）
・太秦天神川駅西部地域まちづくり
平成２１年度 「太秦天神川駅西部地域まちづくり協議会」を設置し，「まちづ
くり基本構想」を策定
平成２２年度～２３年度
都市計画道路２路線（御池通・梅津太秦線）の関係権利者を対象
に説明会等を開催

平成２５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 草刈りな どが行えない 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

８３

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。

○

右京区で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
ィア活動が展開され，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
してこういったボランティア活動を支援されています。
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２５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。安全対策 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

８４

答

○

桂川左岸堤防道路（上野橋から上流へ約６７０メートルの区間）の安全対策につ
いては，幅員が狭い現道の中に安全施設を設置することは困難なことから，堤防道
路の拡幅を計画しております。

○

また，堤防道路の整備に当たっては，久世梅津北野線との平面交差を計画してお
りますが，久世梅津北野線が堤防道路より約３メートル高い位置にあることから，
拡幅工事とかさ上げ工事を併せて実施する予定です。

○

なお，久世梅津北野線の整備については，「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施
計画における，予算を効率的・効果的に配分するための道路事業の抜本的見直しに
より，原則，計画期間内の事業進捗を見送ることとしておりますが，今後の路線の
状況や本市の財政状況を勘案しつつ，久世梅津北野線の整備に着手する際には，堤
防道路についても整備に着手してまいります。

（経過・これまでの取組等）
・久世梅津北野線（桂川橋りょう）
平成１３年度～１９年度 街路基本調査の実施
平成２２年度
都市計画変更（副道設置）

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

西京区
○ 府道西京・高 槻線，山田口交差点以 西の歩道を整備
すること。

ＮＯ．

回

○

８５

答

府道西京高槻線については，既に当該道路の東側に歩道がありますが，樫原新山
陰街道交差点以南の西側には歩道がなく，歩道整備には用地買収が必要となるた
め，本市の厳しい財政状況の下では，事業化は困難な状況です。
また，山田口交差点以西については，水路の暗渠化による歩道整備について，今
後，関係機関と調整を行ってまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

阪急嵐山線， 嵐山駅周辺における自 転車駐輪場を整
備すること。

ＮＯ．

回

８６

答

○

阪急嵐山周辺における自転車等駐車場整備については，「京都市民間自転車等駐
車場整備助成金制度」の積極的な活用を駐輪事業者等に働き掛けるなど，駐輪スペ
ースの確保に努めております。

○

また，鉄道駅周辺の自転車等駐車場整備については，鉄道事業者に対し，「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おり，阪急嵐山駅周辺では，阪急電鉄と検討を進めて
いるところです。

（平成２５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２４年度 京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度の活用
阪急嵐山駅周辺で駐輪場（バイク３８台分）に対して助成

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

現在取組が進 んでいる新川改修整備 において，西羽
束師 雨水幹線 １号との直結 による配 水機能を充実 する
こと。

ＮＯ．

回

８７

答

○

新川改修事業では，新川流域の水を安全に流下させる計画に基づき，改修を進め
ております。

○

「西羽束師川雨水幹線１号」については，現在，西羽束師川へ流入しております
が，新川へ接続すると，新川の流下能力を超えるため，直結は難しいと考えており
ます。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

望

内

容

伏見区
○ 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

８８

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，いくつかの地域から御要
望が寄せられておりますが，その実現には多大な経費を要するとともに，急速に進
む高齢化に伴い事業費の増大が見込まれるところです。

○

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，現在，京都市社会福祉審議会に諮問しているところであり，その答申を踏まえ
て，一定の方向性を見出してまいります。

（平成２５年度予算額）
歳出
交通局繰出金
内 市バス撤退地域
民営バス
訳 京北地域
証更新事務費
歳入

予算額（千円）
４，９８３，７０８
４，００９，０００
７４２，６７８
１５７，０３２
８２７
７４，１７１
６３８，３６０

平成２５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の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

○

８９

答

桃山高架橋は，本市における重要な幹線道路である外環状線に架かる橋りょうで
あり，大型車の交通量が多いことから，継ぎ手付近の舗装の損傷が著しく，それら
に起因する振動の改善要望が周辺住民から寄せられています。特に東向きの車線の
家屋に近い箇所については，交差点が近いため，車両の発進・停止などの影響によ
り，他の箇所と比べてより舗装が傷みやすい状況にあることから，舗装の補修を定
期的に行っています。
振動を完全に解消することは，橋りょうという構造物の特性から困難ですが，引
き続き舗装の点検や補修を行うとともに，京都府警とも連携しながら，より効果的
な振動緩和対策について検討してまいります。

（平成２５年度予算額）
・桃山高架橋（工事費）

５０，０００千円

平成２５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

○

９０

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，平
成２３年度には長期放置自転車の撤去回数をそれまでの年４回から６回に充実を図
るなど，整列駐輪に努めてまいりました。
また，地元からも，竹田駅駐輪場の有料化を含めた再整備について強い御要望を
頂きました。
このような状況を踏まえ，竹田駅の共同設置者である近畿日本鉄道株式会社及び
駐輪場の土地所有者である独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と，駐輪
場の再整備について協議を行ってまいりました。
その結果，利用者に安心・安全に御利用いただき，かつ，管理の行き届いた駐輪
場とするため，有料管理型駐輪場として，近畿日本鉄道株式会社が実施主体となっ
て再整備を行うこととなり，平成２５年９月からの供用開始を目指して，２月下旬
から工事が開始される予定です。

平成２５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すること。

ＮＯ．

回

○

９１

答

平成２０年度から藤ノ森学区に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が利用できる施設の拡充を図っており
ます。また，周辺の児童館に登録している藤ノ森小学校の児童については，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。あわせて，藤ノ
森小学校における「放課後ほっと広場」の設置に向けて検討しているところです。

（平成２５年度予算額）
・放課後ほっと広場事業

３３，３６５千円

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

水垂埋立地に おける公園整備を，早 期実現に向けて
取り組むこと。

ＮＯ．

回

○

９２

答

水垂埋立処分地跡地における運動公園整備については，今後も厳しい財政状況が
続くと見込まれる中，現在，予算措置を見送っておりますが，国，警察等との協議
や各種手続，関係部局間での連絡調整等，予算執行を伴わない取組について，引き
続き行ってまいります。

平成２５年度予算要望に対する回答

要

○

望

内

容

木幡池の整備 等については，京都府 ，宇治市と連携
しな がら，住 民の声を反映 して全体 を憩いの場と して
整備 すること 。さらに，桃 山南小学 校へ通う六地 蔵大
島の 児童の通 学路対策も兼 ね，六地 蔵へ便利に通 行で
きるよう北池に歩行者用通路を設けること。

ＮＯ．

回

９３

答

○

木幡池の整備に向けて，住民に，より関心を持っていただくため，木幡池の管理
者である京都府が中心となり，本市と宇治市も参画して，平成２４年３月２５日に
「木幡池かわまちづくり勉強会」が開催されました。本市としては，引き続き，木
幡池の取組に参画し，住民の声が木幡池の整備に反映されるよう，京都府に働き掛
けてまいります。

○

六地蔵大島地区から桃山南小学校への通学路対策については，現在，通学路とし
て利用されている山科川堤防通路の安全性を向上させるため，照明灯の設置に向け
て，河川管理者との協議を進めており，協議が整い次第，整備を行う予定です。

（経過・これまでの取組等）
平成２３年 ８月 山科川堤防通路の通学路に関する地元説明会（１回目）
１１月 山科川堤防通路の通学路に関する地元説明会（２回目）
平成２４年 ３月 木幡池かわまちづくり勉強会

