
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 ・　横断勾配の改善 ・　東大路通（四条～五条通間）の詳細設計の実
施，西側歩道での工事着手　等

・　部分的な歩道拡幅など ・　祇園バス停のストレート化についての協議
・　歩行者交通量調査を実施（11月）　等

(2) 東山交通対策による交通の円滑化 ・　観光シーズンの東山地域への一般観光車両
流入抑制など

・　秋の観光シーズンの東山地域への一般観光
車両流入抑制

(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

・　散策マップのリニューアルなど ・　新たに外国人観光客向けのマナー啓発をイラ
ストで表したマップの配布を開始
・　秋の交通対策期間に観光案内所を設置（5日
間）

☆「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 ・　職人の工房を訪れるツアーや「オリジナル
ショップ・展示」等，職人の魅力を発信

・　職人インタビュー実施
・　職人工房フィールドワークの開催（5月13日）
・　五条坂京焼登り窯にて，書籍発売を広報する
イベント「てにとる職人技」＜手しごとカフェ・登り
窯内ツアー・オリジナルショップ・プロジェクト概要
展示(11月4・5日)　の開催

・　「手しごと職人プロジェクトオリジナル本」の製
作及び出版に合わせたイベントの実施

・　東山区総合庁舎にて，書籍発売記念イベント
「京みつけ」＜弾丸ツアー・マルシェ・職人トークラ
イブ・登り窯ツアー・手づくり体験（3月10・11日）
＞」の開催

だれ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」の開催（2回）

・　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

・　東山区社会福祉協議会と東山いきいき市民
活動センターで車いすの貸出を実施（62件）
・　「お店で使える指差し会話手帳」の作成，配布

平成２９年度　　東山区運営の総括表

２９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

地域力
推進室

地域力
推進室

＜様式２－２＞区共通様式
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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

２９年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

東山における経済活動の活性化

（3） 東山・大学連携プロジェクトの推進 ・　外国語による観光道案内など ・　東山三ヶ寺巡り，東福寺マルシェ，今熊野商
店街と連携した取組を実施
・　手作り御朱印帳講座の開催（4月，10月）
・　京都女子大学及び日吉ヶ丘高校による英語
での観光道案内を実施

地域力
推進室

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 ・　「第４回東山区教育フォーラム」開催（3月，約
110人参加） 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

・　民生児童員と協同した取り組みで家庭訪問を
実施（15件訪問） 子どもはぐく

み室

☆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） ・　「こんにちはプレママ事業」「こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業」

・　「こんにちはプレママ事業」にて，初妊婦・ハイ
リスク妊婦の家庭訪問を実施（85件訪問）
・　「こんにちは赤ちゃん事業」にて，生後４か月
未満の児のいる家庭訪問を実施（203件訪問）

・　「プレママパパ教室」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」を年8回実施（21組30人
参加）
・　「ふわりん横丁」を年9回実施（71組148人参
加）
・　「ほっとタイム」を年4回実施（41組82人参加）

・　児童館等と連携したアウトリーチ型事業の実
施

・　「親子で楽しむ健康教室（所外型）」を年1回実
施（9組18人参加）

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

・　「思春期健康教育」を区内3校で実施（生徒
617人参加）

☆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）

（5） 高齢者に関するプロジェクトの推進 ・　認知症など，様々な状況の高齢者が必要とす
る仕組みやグッズの研究と制作活動の推進

・　平成２８年度制作作品の中で好評であった「お
散歩マップ」の汎用版の作成を学生とともに行っ
た。
・　平成２８年度制作のリサイクル品のフリーマー
ケットでの販売を行った。（売上金については，体
操教室に寄付）
・　我が家の問題を誰に相談したら良いかを
チャート式で記した「住み継ぐためのノート」の政
策を学生とともに行った。

地域力
推進室

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

子どもはぐく
み室

３　保健・福祉・教育
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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

２９年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

地域の保健･医療機関の連携強化（基本計画№４２）

(6) ・　地域の保育園（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

・　区内保育園１か所で歯科をテーマとした健康
づくり事業を実施（9組18人参加）
・　保育所保育園の歯科健診結果に基づき，関
係機関（東山歯科医師会，保育所保育園など）と
連携を図りながら就学前の子どもの口腔保健の
向上のための取り組みを継続

・　乳幼児歯科相談や成人・妊婦歯科相談 ・　「乳幼児歯科相談」を年6回実施（29人受診）
・　「成人・妊婦歯科相談」を年12回実施（30人受
診）
・　幼児健診後のフォロー支援者に受診勧告
・　ライフステージに応じた歯科疾患予防のため
に健康教室等で受診勧告

・　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やチラシを，1歳
6か月児健診や3歳児健診等で配布
・　幼児健診の場にポスターの掲示

健康づくり活動への支援（基本計画№４３）

(7) 「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

・　「食育指導員」の継続的な活動のコーディネー
トや支援

・　災害時の食支援活動のコーディネートと支
援。東山区地域介護予防推進センター，東山区
社会福祉協議会に各1回
・　食育活動のコーディネートと支援。東山区地
域介護予防推進センターに1回
・　保健福祉センターの食育セミナーでの活動の
コーディネートと支援を6回実施

・　健康長寿レシピを作成して食育指導員の活動
を広く発信

・「健康長寿レシピ」作成支援
・レシピを活用した食育指導員の活動支援

・「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（12月･3
月）
・活動の場の調整・提供（9回）
・活動のための技術的支援（3回）

(8) ・　健康ウォーキングの開催 ・東山医師会との共催による健康ウォーキングは
雨天のため中止（10月16日）

・　保健協議会連合会などの地域の関係機関 等
に出向いたアウトリーチ型の教室の開催

・保健協議会連合会，民生児童委員会，シニアク
ラブ連合会を対象に健康教育の実施（全25回，
延549人参加）
・歯のひろば（30名参加），区民ふれあいひろば
（160名参加）での健康ブースの展開

健康長寿推
進課

健康寿命延伸に向けた健康ウォーキング，健
康づくり教室の実施

健康長寿推
進課・子ども
はぐくみ室

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
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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

２９年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

(9) 精神障害やこころの健康づくりに関する普及
啓発

・　精神の病気や障害，東山区こころのふれあい
ネットワークに関する情報提供

・　東山区ケアマネージャーの交流・勉強会（7月
26日，39人参加）
・　東山区民生児童委員会評議委員会（9月27
日，17人参加）
・　こころの病の人を支える入門講座（11月29日，
12人参加）
・　東山区学区社会福祉協議会会長（12月12日，
20人参加）

・　ふれあい作品展 ・　東山区こころのふれあい作品展・東山区福祉
施設展合同展開催（10月3日～6日，451人参加）

東山区地域福祉活動計画推進支援
(10) 東山区地域福祉活動計画推進の支援 ・　地域の絆づくり事業の推進支援など ○地域支え合い活動創出事業の運営

　　・連絡会議（2回）
　　・実務者会議（5回）
○地域あんしん支援員設置事業の運営
　　・ケース選定会議（2回）
　　・支援会議（3回）

健康長寿推
進課

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 ・　７学区で防災訓練を実施
・　区総合防災訓練は台風接近のため中止（10
月29日）

・　区民を対象とした防災研修など ・　防災研修会を実施（3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）
　　・　ふれあい文化財鑑賞会
　　・　ふれあい作品展
　　・　ふれあいひろば
　　・　ふれあいこどものまち

・　ふれあい文化財鑑賞会（7月，257人参加）
・　ふれあい作品展（9月，932人参加）
・　ふれあいひろば（12月，約10，000人参加）
・　ふれあいこどものまち（2月，約190人参加）

地域力
推進室

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

・　「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」東山区民大会や地域の夏祭
り等，地域や区が実施する事業の情報共有及び
学生の参加協力のほか，京都女子大学との協定
に基づく定例の連携協議会を開催

地域力
推進室

地域力
推進室

障害保健福
祉課

５　コミュニティ・自治

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

２９年度重点取組

事業・施策　（取組名）

基本方針・
重点方針

・　ふれあい事業への学生スタッフの参加・運営
協力

・　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
いひろばへの運営に参加。
・　京都美術工芸大学の学生がふれあいこども
のまちの運営に参加。

・　インターンシップ実習生の就業体験や京都市
「東山の未来」区民会議委員就任による社会経
験や地域貢献の促進

・　京都女子大学より3名のインターン実習生を受
入れ。
・　立命館大学公共政策実習生を4名受入れ。
・　京都市「東山区の未来」区民会議で京都女子
大学・京都華頂大学・京都美術工芸大学から大
学生委員が就任

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 ・　地域の方々との連携・協力による東山区民大
会の開催や事業者と連携した地域見守り活動の
推進など

・　「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」東山区民大会開催等 地域力

推進室

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 ・　区内の大学生等による交流会の企画・運営へ
の参画

・　交流会を開催（4回，延べ127人参加）

・　区ホームページ，Facebook等による情報発
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） ・　3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 等）

・　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24件。助成件数19件（課題解決Ⅰ型
事業4事業，課題解決Ⅱ型事業11事業，自由提
案型事業2事業，小規模事業2事業，まちづくりカ
フェ関連3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） 東山で学ぼう！京都の伝統文化 ・　花街や芸舞妓に関する文化風習等を紹介す
る取組の実施

・　花街にまつわる文化・風習などについて，花
街で活躍されている方々による講演とパネルディ
スカッションを行う「花街の文化に親しむ会」を開
催（1月，約150人参加）

（3） 魅力発見！わたしの東山 ・　東山の魅力紹介動画の制作・配信 ・　日吉ケ丘高等学校のＥＳＳ部の学生と東山の
魅力を紹介する動画を制作

・　東山フォトコンテスト事業など ・　「第５回東山フォトコンテスト」を実施（テーマ応
募枠117点，粟田大燈呂応募枠41点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域力
推進室

地域力
推進室

６　複数分野を融合した取組

地域力
推進室
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