
分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

１　自然環境

☆東大路通の自動車抑制と歩道拡幅の推進（基本計画№１１）

(1) 「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業 ・　整備計画（素案）の作成
・　整備計画改善策（素案）の検討（ワーキンググ
ループ会議 9回，プロジェクトチーム会議 4回）

・　地元説明会 など

(2) 東山交通対策による交通の円滑化 ・　観光シーズンの五条坂への一般観光車両流
入抑制

・　東山交通対策（交通の円滑化）の実施
　（秋の観光シーズン11月21日～23日，28日，29
日の5日間）

・　道路情報板等を活用した情報提供

・　P＆R（パークアンドライド）駐車場への迂回誘
導看板等の充実
・　五条坂内駐車場専用化の実施

(3) 東山「観光・交通・環境」協力会議と連携した
取組の推進

・　交通誘導員配置事業 ・　春秋の観光シーズンを中心に交通誘導員を配
置

・　観光といれ事業 ・　観光トイレ事業の実施

・　散策マップの作成，配布
 ・　多言語散策マップの配布（日・英・中・韓）

☆「手しごと」産業の新たなビジネス展開の支援（基本計画№２２）
(1) 手しごと職人に関するプロジェクトの推進 ・　「職人データベース」の運用による，職人同士

の情報共有と情報発信の構築
・　東山のオリジナル商品の開発を目的に「暮ら
し・ものづくりコンテスト」を開催（応募数172件，3
作品を商品化）

地域力
推進室

・　職人弾丸ツアーをはじめとする魅力的なイベン
トの実施 など

・　職人の魅力を発信する事業「東山職人たちの
冒険」を実施（来場者数326人）

・　東山職人弾丸ツアーを2回開催（7月11日，8月
22日）

・「東山手しごと職人」153件を職人データベース
化（簡単に素材別・技法別等で検索が可能。店舗
を地図に表示）

平成２７年度　　東山区運営の総括表

27年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

※　取組項目の「☆」は，基本計画に掲げる重点取組項目

２　産業・観光

都市計画局
・

地域力
推進室

・　交通解析結果の説明
（3月25日，東大路通歩行空間創出推進会議にお
いて地元代表者に説明）

＜様式２－２＞区共通様式 

- 1/6 -



分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

27年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

誰もが観光を楽しめるユニバーサルツーリズムの推進（基本計画№２８）
（2） ユニバーサルツーリズムに関するプロジェクト

の推進
・　「東山おもてなし学校」等のおもてなし力向上
に向けた取組

・　「東山おもてなし学校」を開催（3回実施） 地域力
推進室

・　東山車いす貸出事業等によるユニバーサル
ツーリズムの推進

・　「京都・東山おもてなし隊」への加盟の呼びか
けを実施（12店舗が加盟）

・　東山区社会福祉協議会，東山いきいき市民活
動センターでの車いすの貸出しを実施

・　食物アレルギーのある方向けの冊子作成，視
覚障がいについて学ぶための講習会を実施

世代間交流を取り入れて地域の子どもたちを育む取組の推進（基本計画№３２）
(1) 「子育て・教育のまち東山」の推進 ・　教育フォーラムの開催 など ・　「東山区教育フォーラム」開催（3月，参加者約

100名）
地域力
推進室

☆地域に根差した子育てネットワークの拡充と子ども･子育て情報の充実（基本計画№３４）
（2） 少子長寿化に対応した福祉サービスの適切

かつ円滑な推進
・　赤ちゃんすくすくねっと東山（すくすく子育て応
援事業）の実施 支援保護課

☆子育てに喜びを感じ，親も共に育ち学べる取組の推進（基本計画№３６）

（3） 妊婦や乳幼児を持つ家庭への早期からの子
育て支援の実施

・　「こんにちはプレママ事業」「こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業」「子育て交流会」等，子育て支援や
子育て中の親の孤立化を防止するための事業

・　「プレママパパ教室」開催（全8回）
・　「こんにちはプレママ事業」実施（随時）
・　「こんにちは赤ちゃん訪問事業」実施（随時）
・　「子育て交流会」（全12回）

健康づくり
推進課

（4） 思春期を対象とした健康教室の実施 ・　管内の公立中学校，高校と連携し性感染症予
防や性に関する健康教育等の普及啓発

・　出前教室を開催（中学校1校，高校1校）

・　児童館における中高生と赤ちゃんのふれあい
事業

・　児童館における高校生と赤ちゃんふれあい事
業の開催（2回）

介護予防活動の充実（基本計画№３８）

（5） 予防給付ケアマネジメント支援事業の実施 ・　地域包括支援センター合同勉強会 ・　高齢者の介護予防を推進するため，合同勉強
会を開催（平成27年度は事例検討及び負担割
合，基準収入額適用等についての学習会を実
施）

福祉介護課

・　地域包括支援センターでの予防ケアプラン
チェック

・　地域包括支援センターにケアプランチェックの
結果を年間で70件回答

・　地域包括支援センター連絡会議への出席 ・　連絡会議に年間6回出席（2箇月に1回開催）

３　保健・福祉・教育

・　地域ぐるみで子育てを支援する目的で行って
いる事業で，21件(平成27年度末現在)の依頼が
あり，主任児童委員が訪問を実施。子育てに関
する相談に応じるとともに情報提供を行った。
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

27年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

☆福祉ボランティアの育成と地域で支え合える体制づくりの推進（基本計画№４１）
（6） 高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進に

関するプロジェクトの推進
・　男性の高齢者が参加しやすい家庭菜園等を
活用した他の高齢者や地域の方との交流の促進

未実施 地域力
推進室

・　高齢者の知識や経験を，就労や社会参加に生
かすための仕組み（東山区基本計画では「東山
シニアお助け隊」（仮称）と称している。）づくりに
向けた検討

未実施

地域の保健･医療機関の連携強化（基本計画№４２）
(7) 子どもの口腔保健の向上と家族ぐるみの健康

づくりの取組
・　地域の保育所・歯科医師会等の関係機関と連
携した，乳幼児期の歯科保健活動

・　地域の関係機関（東山歯科医師会，保育所保
育園，児童館など）と定期的に連絡会や勉強会を
開催
・　保育所保育園の歯の健診結果に基づき今後
の就学前の子どもたちの支援方法について検討
するなど，関係機関と連携を図りながら就学前の
子どもの口腔保健の向上のための取組を継続

健康づくり
推進課

・　乳幼児歯科相談や成人・妊婦歯科相談 ・　幼児健診後のフォロー支援者に健康教室など
を通じて支援

・　啓発パンフレットを作成し，幼児健診等で配布 ・　親子で利用できるパンフレットを3歳児健診や
保育園で配布，3歳未満親子対象のチラシ，ポス
ターの作成

健康づくり活動への支援（基本計画№４３）

(8)  「健康づくりサポーター」，「食育指導員」と連
携した健康づくりの推進

・　「健康づくりサポーター」の活動支援 ・　健康づくりサポーター養成講座の実施（2回）
・　ふれあい広場の参加（健康体操披露），保健
センター健康教室，ＨＩＶ普及啓発活動など各取
組の協力（計5回），東山歯科医師会と共催の歩
こう会の協力など，「健康づくりサポーター」による
積極的な健康づくり活動の実践のための支援

健康づくり
推進課

・　「食育指導員」の継続的な活動のコーディネー
トや支援

・　食育セミナーやわくわくクッキングなど食育推
進事業（14回）への参加をコーディネートし，積極
的な活動の支援を実施

(9) 感染症予防のための情報提供 ・　保健センターニュース等により性感染症等の
検査や結核検診，感染症に関する情報発信

・　保健センターニュースによる情報発信のほか，
青少年活動センターなどと協力しイベントを実施
し，性感染症等の普及啓発，健診などを情報発
信

・　乳幼児健康診査時に予防接種についての情
報提供

・　赤ちゃん訪問や健診時情報提供

・　出前教室や様々な講習会の機会を通じて感染
症に関する講義

・　地域の高齢者や高齢者施設職員，管内企業
職員などを対象とした結核感染症についての講
演会の実施（17回）

関係者の事情
により中止
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

27年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

(10) 精神障害やこころの健康づくりに関する普及
啓発

・　こころの健康に関する講演会 ・講演会開催（11月）

・　作品展 ・作品展開催（11月）

東山区地域福祉活動計画推進支援
(11) 東山区地域福祉活動計画推進の支援 ・　絆づくり事業の推進支援　など ・　「地域の絆づくり～これからの連携と協働を考

える～」をテーマにしたシンポジウム開催（3月）
支援保護課

生活衛生の確保
(12) 食品の安全性確保と危害の予防 ・　市民や事業者を対象とした食品衛生講習会 ・　食品衛生講習会　33回開催（860人受講）

衛生課

・　食品関連施設への立入調査及び衛生指導 ・　食品関連施設への立入監視
　　　　許可施設(*1)への立入監視　延べ1,780件
　　　　届出施設(*2)への立入監視　延べ91件

(*1)飲食店，旅
館，仕出屋，菓
子などの製造
業，魚介類・食
肉などの販売業
等
(*2)給食施設，
食品販売業
（(*1)の販売業を
除く）

・　菓子や漬物等，観光都市京都の名産土産物
に対する監視強化

・　行楽シーズン対策（京の食文化を代表する食
品の製造施設及び飲食店）
　　　　重点的な立入監視（4月～7月）

(13) 生活衛生関連施設等の衛生と快適性の確保 ・　生活衛生営業施設等における試験検査及び
衛生指導

・　生活衛生関係施設への立入監視（空気環境
測定及び水質検査を含む）
　　　　営業施設(*3)への立入監視　　延べ405件
　　　　届出施設(*4)への立入監視　　延べ537件

(*3)興行場，旅
館，ホテル，公
衆浴場，理容
所，美容所，ク
リーニング所，
墓地・納骨堂，
温泉利用施設
(*4)特定建築
物，専用水道，
簡易専用水道，
小規模受水槽水
道，飲用井戸，
プール

衛生課

・　生活環境に係る相談受付，環境測定，改善指
導

・　居住衛生，衛生害虫の相談受付及び指導
130件

・　受水槽等の給水設備に対する自主点検の推
進

・　受水槽(*5)及び飲用井戸の給水設備設置者
（管理者）に対する自主点検及び水質検査の実
施勧奨
　　　　重点指導実施期間　（7月，10月）

(*5)専用水道，
簡易専用水道，
小規模受水槽水
道
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

27年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

(14) 動物愛護の推進 ・　リーフレットの配布等による動物愛護の啓発
・　広報車による犬・猫の正しい飼い方の啓発 衛生課

地域の自主防災活動の推進（基本計画№４９）
（1） 「つながる防災コミュニティの実現」事業の推

進
・　避難所運営訓練 ・　区総合防災訓練実施（11月，3学区参加）のほ

か，４学区で総合防災訓練を実施
地域力
推進室

・　区民を対象とした防災研修 ・　防災研修会を実施(3月)

・　防災まち歩き ・　防災まち歩きを実施(12月)

☆世代間交流ネットワークづくりの推進（基本計画№５６）
（1） 東山区民ふれあい事業の充実 ・　区民ふれあい事業（４事業）

　　・　第５回東山区民ふれあいこどものまち
地域力
推進室

　　・　ふれあいひろば など

地域と大学などとの連携を促進する仕組みづくり（基本計画№６２）
（2） 大学・地域連携事業の推進 ・　区内大学との地域連携・協力協定に基づく取

組の推進
・　防災訓練や地域の夏祭り等，地域や区が実施
する事業の情報提供及び学生の参加協力。京都
女子大学との協定に基づき教員による高齢者向
けの講演会や子育て講演会の実施

地域力
推進室

・　東山区民ふれあいひろばへの学生スタッフの
参加

・　京都女子大学，京都華頂大学，華頂短期大
学，立命館大学，京都産業大学の学生がふれあ
いひろばの運営に参加

・　東山区民ふれあいこどものまち事業への学生
スタッフの参加

・　京都女子大学，京都華頂大学，立命館大学の
学生が，こどものまちの運営に参加

関係機関相互の連携を強化し，地域の特色に合わせた施策の推進（基本計画№６６）
（3） 「安心安全のまち東山」の推進 ・　社協，民協，自主防災会等との意見交換会 ・　「世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市

民ぐるみ推進運動」東山区版運動プログラムに関
する趣旨説明会（11月），策定に係る会議を開催
（3月）

地域力
推進室

・　すこやか学級等への出前講座等 ・　民生児童委員や老人福祉員を対象に高齢者
支援勉強会を開催（12月）

５　コミュニティ・自治

・　ふれあいひろば開催（5月，約14,000人）
・　ふれあい文化財鑑賞会（10月，208人）
・　ふれあい作品展（11月，559人）
・　こどものまち開催（2月，約200人）

・　市民からの犬・猫に関する苦情相談及び対応
（飼い主への注意・指導，リーフレット配布，広報
車での啓発等）
　　　　苦情相談及び対応　延べ56件

４　景観・都市基盤
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

27年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

区民の交流機会の拡大（基本計画№６９）
（3） 「まちづくりカフェ＠東山」の運営 ・　参加者による交流会 ・　交流会を開催（6回，延べ324人参加）

・　電子ツール（区ホームページ，Facebook）によ
る情報発信・情報交換

・　区ホームページ，Facebookによる情報発信を
実施

・　活動資金の助成（東山区まちづくり支援事業） ・　6事業に東山区まちづくり支援事業から助成

東山区まちづくり支援事業の実施
（1） 東山区まちづくり支援事業（課題解決型事業・

自由提案型事業）
・　東山区まちづくり支援事業（課題解決型事業・
自由提案型事業・小規模事業）の推進

・　申請件数30件。助成件数22件（課題解決型事
業6事業，自由提案型事業6事業，小規模事業4
事業，まちづくりカフェ関連6事業（再掲））

地域力
推進室

東山がもつ魅力のさらなる掘り起し・発信
（2） 魅力再発見！歩いて楽しむ東山事業の推進 ・　まち歩きコースの開発 ・　区内の地理・歴史等に関する講演及びまち歩

き等の実施
地域力
推進室

・　講習会の開催 ・　冊子「お地蔵さんの物語～お地蔵さんと地蔵
盆のお話～」の増刷及びこれを活用した講演の
実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　複数分野に関係する取組

地域力
推進室
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