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東山区運営方針東山区運営方針東山区運営方針東山区運営方針についてについてについてについて 

 「東山区運営方針」は，区長がその使命と責任を明確にするとともに，区民との

情報共有及び説明責任の充実を図るために作成するもので，区基本計画を着実に推

進するため，区役所が平成２５年度に重点的に取り組む施策をまとめたものです。 

 平成 25 年度は，東山区の魅力の向上や地域の活性化，課題の解決につながる区

民の皆様主体のまちづくり活動を支援する「東山区まちづくり支援事業」をはじめ

として，以下の取組方針に従い，区長以下，職員一丸となって，区民の皆様に信頼

され，親しまれる区役所を目指し，取組を進めてまいります。 

 

平成 25 年度取組方針 

 １ 東山区の魅力の発信  １ 東山区の魅力の発信  １ 東山区の魅力の発信  １ 東山区の魅力の発信 

   東山区まちづくり支援事業の助成事業や来訪者向けホームページ等の各種媒体などを 

  通じて，東山区が持つ魅力を区内外に発信します。 

 ２ 地域の絆の強化  ２ 地域の絆の強化  ２ 地域の絆の強化  ２ 地域の絆の強化 

   各種ふれあい事業や今年度から新たに取り組む防災事業（つながる防災コミュニティ 

  の実現）などを通じて，東山区が持つ地域力のさらなる向上を目指します。 

 ３ 人づくりと地域の活性化  ３ 人づくりと地域の活性化  ３ 人づくりと地域の活性化  ３ 人づくりと地域の活性化 

   「東山区民ふれあいこどものまち」や「まちづくりカフェ＠東山」，また今年度からの 

  新規事業「ひがしやまハピネス推進事業」などを通じて，次代の東山区を担う人材育成 

  や地域の活性化の支援を行います。 
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平成24年度の実績

取組
項目

事業・施策 所属等 実績

(1)  「歩いて楽しい東大路」歩行空間創出事業（ｐ３）

(2) 東山交通対策による交通の円滑化（ｐ３）

(3) 東山「観光・交通・環境」協力会議と連携した取組
の推進（ｐ３）

都市
計画局

・
地域力
推進室

・ 東大路通整備構想の策定
・ 東山交通対策による交通の円滑化
　（秋の観光シーズン）
・ 交通誘導員配置事業の実施
（延べ2,664時間の配置）
・ 観光といれ事業の実施（48箇所）
・ 散策マップの配布
・東山３Ｋ大賞表彰式・記念講演会の開催

(1) 手しごと職人のまち東山再発見プロジェクトの推進
（ｐ３）

地域力
推進室

・ 職人情報の収集と調査・分析，課題の抽出，並び
に取組基盤の整備
・ 技術の保存・継承に向けた対策の検討（東山職人
弾丸ツアー実施（１０月）・職人サミット開催（３月））
・ 技術の魅力発信と魅力に触れる取組の推進を通
じた伝統的産業と東山区の活性化（「職人見聞録」
発行（３月））

(2) 京都・東山観光おもてなし隊の創設（ｐ３）
地域力
推進室

・東山観光支援コミュニティ創設に向けた加盟店募
集
・ホームページの作成

(1) 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（ｐ３）

支援保護
課

・ 主任児童委員と保健センター職員の懇談会や子
育て講演会の開催等， 「一人暮らしお年寄り見守り
サポーター」学習会の実施等（一部№４１関係）

(2) 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（ｐ３）

(3) 思春期を対象とした健康教室の実施（ｐ４） 健康づくり
推進課

・ 育児の孤立化を防ぐため，子育て交流会の開催
(11回）
・ 「こんにちはプレママ」[こんにちは赤ちゃん]事業
による子育て支援の実施 （214件）
・ 児童館での中・高生と赤ちゃんのふれあい事業の
実施（2回）
・ 中・高生に対する性教育（3回）

(4) 予防給付ケアマネジメント支援事業の実施（ｐ４） 福祉
介護課

・　予防給付ケアマネジメント支援事業の実施

(5) 地域の見守り支援プロジェクトの推進（ｐ４）
地域力
推進室

・ 地域の見守り拠点の創設（３箇所　貞教学区，今
熊野学区）
・ LED電球による地域相互見守り支援
　(４２箇所設置）

(6) 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（ｐ４）

健康づくり
推進課

・ 地域の子育て支援関係者とお口の健康づくり・食
育の地域連携研修会の実施(3回)

(6) 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（ｐ４）(再掲）

(7) 健康づくりを推進する「健康づくりサポーター」の育
成（ｐ４）

(8) 食育指導員と連携した食育の普及促進（ｐ４）

(9) 感染症予防のための情報提供（ｐ５）

(10) 精神障害やこころの健康づくりに関する普及啓発
（ｐ５）

健康づくり
推進課

 ・ 若い子育て世代の内科・歯科健診の実施と親子
の健康づくり講話の実施（1回）
・ 保育園・児童館で親子のお口の健康づくり講演会
(1回)
・健康教室の受講，グループでのウォーキング等，
積極的な健康づくり活動の実践のための「健康づく
りサポーター」を育成（4回 23人）
・食育指導員参加による食育セミナー等の開催
・こころの健康をテーマにした講演会（45名），作品
展の開催（370人）

Ⅰ　東山区運営の総括表

分
野

１　自然環境

２　産業・観光

３　保健・福祉・教育

※　取組項目の「☆」は，基本計画に掲げる重点取組項目

平成25年度の取組

☆東大路通の自動車抑制と歩道拡幅の推進（基本計画№７）

☆「手しごと」産業の新たなビジネス展開の支援（基本計画№２２）

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）

健康づくり活動への支援（基本計画№４３）

☆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）

☆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）

介護予防活動の充実（基本計画№３８）

地域の保健･医療機関の連携強化（基本計画№４２）

☆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）
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平成24年度の実績

取組
項目

事業・施策 所属等 実績

Ⅰ　東山区運営の総括表

分
野

※　取組項目の「☆」は，基本計画に掲げる重点取組項目

平成25年度の取組

(11) 東山区社会福祉協議会が策定した第三期東山区
地域福祉活動計画推進の支援（ｐ５）

支援
保護課

第三期東山区地域福祉活動計画策定への参画

(12)食品の安全性確保と危害の予防(p５)

(13)生活衛生関連施設等の衛生と快適性の確保
（ｐ５）

(14)動物愛護の推進（ｐ５）
衛生課

・ 食品を扱う事業者及び市民に対する食中毒予防
講習会の開催
・ 京都市食品衛生監視指導計画に基づく監視指導
の実施
・ 生活衛生関連施設への立入調査，使用水の検
査，空気環境測定の実施
・ リーフレットの配布による動物愛護に係る啓発の
実施

(1) 空き家の活用促進プロジェクトチームの取組推進
（ｐ５）

地域力
推進室

・ 空き家状況の現況把握調査の開始

(2) 迷惑駐車を追放する取組の推進（ｐ６）
地域力
推進室

・　放置自転車の啓発
・　夜間の市街灯球切れ調査
・　夜間の駐停車禁止の強化

(3) 「つながる防災コミュニティの実現」事業の推進
（ｐ６）

地域力
推進室

新規事業 （自主防災組織の活動支援として，防災
研修会を開催（１０月））

(1) 東山区民ふれあいこどものまち事業の充実（ｐ６）
地域力
推進室

東山区民ふれあいこどものまちの実施 （12月～2
月）（再掲）

(2) 大学・地域連携事業の推進（ｐ６）

地域力
推進室

大学（京都女子大学等）との地域連携・協力（学区
夏祭りなど，地域のイベントへの参加，区総合防災
訓練（１０月）への参加，ふれあい事業への参加・運
営協力，プロジェクト型事業への参画など）
※　「地域連携・協力に関する協定」締結（平成１９
年度）』

(3)「東山区役所市民サービス向上プロジェクトチーム」
による区民サービス向上の取組（ｐ７）

区役所各
課

来庁者がより安全に庁舎を利用できるよう，通路の
滑り止め，塗装などの安全対策を実施

(4) 「まちづくりカフェ＠東山」の運営（ｐ７） 地域力
推進室

交流会を開催（９回，延べ４０５人参加）

(1) 地域の安心安全ネットワーク支援事業（ｐ７）

地域力
推進室

・高齢者見守り活動（有済，新道，一橋，月輪，今熊
野学区）
・夜間パトロール（粟田学区）
・観光案内ボランティア（弥栄学区）
・子ども見守り活動（六原，清水，修道，一橋，有済・
粟田・弥栄・新道・六原・清水・貞教・修道学区）
・貞教福祉祭り（安心安全啓発クイズ）（貞教学区）
・青パトの夜間パトロール（月輪学区）
・安心安全な通学路の調査（今熊野学区）
・東山区総合防災訓練の実施（元新道小学校）

(2) 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）（ｐ７）

地域力
推進室

・　課題解決型事業７事業，自由提案型事業１４事
業（うち，まちづくりカフェ関連事業５事業）に助成

(3) ひがしやまハピネス推進事業の推進（ｐ７） 地域力
推進室

新規事業

４　景観・都市基盤

５　コミュニティ・自治

６　複数分野に関係する取組

☆安全・快適に通行できる道路空間の整備（基本計画№５２）

東山区まちづくり支援事業の実施

東山区民の幸福感の向上

東山区地域福祉活動計画推進支援

生活衛生の確保

☆空き家を増やさないための取組の推進（基本計画№４６）

☆世代間交流ネットワークづくりの推進（基本計画№５６）

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）

区役所窓口サービスの向上（基本計画№６８）

区民の交流機会の拡大（基本計画№６９）

地域の安心安全ネットワーク

地域の自主防災活動の推進（基本計画№４９）

３　保健・福祉・教育
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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 重点取組重点取組重点取組重点取組のののの概要  概要  概要  概要  
 

 １ １ １ １ 自然環境自然環境自然環境自然環境                目標目標目標目標    自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全  保全  保全  保全  

(1)「(1)「(1)「(1)「歩歩歩歩いていていていて楽楽楽楽しいしいしいしい東大路東大路東大路東大路」」」」歩行空間創出事業歩行空間創出事業歩行空間創出事業歩行空間創出事業（都市計画局 ２２２－３４８３，地域力推進室 ５６１－９１１４） 

   歩行者や自転車が東大路通を安全で快適に通行できるよう「歩いて楽しい東大路」の実現を目 

  指します。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

   ・ 東大路通と周辺道路の交通調査 

 

(2)(2)(2)(2) 東山交通対策東山交通対策東山交通対策東山交通対策によるによるによるによる交通交通交通交通のののの円滑化円滑化円滑化円滑化（都市計画局 ２２２－３４８３，地域力推進室 ５６１－９１１４） 

   各関係機関・団体により東山交通対策研究会を構成し，毎年，観光シーズンに五条坂への一般 

  観光車両流入抑制など，東大路通や五条坂を中心に渋滞緩和対策や交通安全対策を実施していま 

  す。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

   ・ 東山交通対策による交通の円滑化 

        

(3) 東山(3) 東山(3) 東山(3) 東山「「「「観光観光観光観光・・・・交通交通交通交通・・・・環境環境環境環境」」」」協力会議協力会議協力会議協力会議とととと連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

東山区の寺社，企業，団体等により設立された「東山「観光・交通・環境」協力会議」と連携 

   し，観光シーズンにおける交通渋滞や観光地周辺でのトイレ不足，ごみ問題など，多くの来訪者 

   を迎える東山地域ならではの課題の改善を図り，魅力あふれる東山区のまちづくりを進めます。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

・ 交通誘導員配置事業  ・ 観光といれ事業 

・ 散策マップの作成，配布 など 

    

２ ２ ２ ２ 産業産業産業産業・・・・観光    目標 経済活動観光    目標 経済活動観光    目標 経済活動観光    目標 経済活動のののの活性化活性化活性化活性化    

(1) 手(1) 手(1) 手(1) 手しごとしごとしごとしごと職人職人職人職人のまちのまちのまちのまち東山再発見東山再発見東山再発見東山再発見プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

大量生産により，安価で「もの」が供給され，その価値が見失われがちな今日，手しごとの値 

    打ちや味わいを再発見し，「匠の技」が集積する東山区の魅力を広く発信し，伝統的な手しごとの 

    活性化と継承を目指します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 職人情報の収集と調査・分析，課題の抽出，並びに取組基盤の整備 

     ・ 技術の保存・継承に向けた対策の検討 

     ・ 技術の魅力発信と魅力に触れる取組の推進を通じた伝統的産業と東山区の活性化 

    

            (2) 京都(2) 京都(2) 京都(2) 京都・・・・東山観光東山観光東山観光東山観光おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし隊隊隊隊のののの創設創設創設創設（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

     年齢や障害の有無にかかわらず，東山を訪れるだれもが安心・快適に観光を楽しめる地域を目 

    指します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

    ・ 誰もが安心できる観光支援コミュニティの創設（東山観光支援コミュニティプロジェクト） 

      高齢者や障害のある観光客の方が安心・快適に観光できるよう，温かくお迎えするための 

      まちづくりを進めます。 

    

３ ３ ３ ３ 保健保健保健保健・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・教育    目標 健教育    目標 健教育    目標 健教育    目標 健やかでやかでやかでやかで心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな生活生活生活生活のののの確保 確保 確保 確保 

 (1)少子長寿化 (1)少子長寿化 (1)少子長寿化 (1)少子長寿化にににに対応対応対応対応したしたしたした福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの適切適切適切適切かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑なななな推進推進推進推進（支援保護課 ５６１－９３５０） 

   地域ぐるみで子どもの育ちと子育てを支えあう環境づくりを推進します。 

   ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

    ・すくすく子育て応援事業の検討 

    

  (2) 妊婦  (2) 妊婦  (2) 妊婦  (2) 妊婦やややや乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児をををを持持持持つつつつ家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの早期早期早期早期からのからのからのからの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの実施実施実施実施（健康づくり推進課 561-9130）    

     母子の健康管理や出産，子育てに関する不安や悩みの相談，必要な情報を提供することにより 

    妊娠期から子育て時期まで切れ目のない支援を実施します。 
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    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 「こんにちはプレママ事業」「プレママ・パパ教室」「こんにちは赤ちゃん訪問事業」等， 

      子育て支援に関する事業 

     ・ 子育て中の親の孤立化を防止するための「子育て交流会」 

    

  (3) 思春期  (3) 思春期  (3) 思春期  (3) 思春期をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした健康教室健康教室健康教室健康教室のののの実施実施実施実施（健康づくり推進課５６１－９１２８，９１３０）    

     体験学習や講義を通して，性感染症やその予防について学ぶとともに，命の大切さや親になる 

    ことの責任について考える機会とすることで，父性や母性意識の向上を図ります。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 管内の公立中学校，高校において性感染症予防や性に関する健康教育 

     ・ 児童館における中高生と赤ちゃんのふれあい事業    

    

  (4) 予防給付  (4) 予防給付  (4) 予防給付  (4) 予防給付ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント支援事業支援事業支援事業支援事業のののの実施実施実施実施（福祉介護課 ５６１－９１９１）    

     地域包括支援センター等関係機関の介護予防活動に対する支援等を実施します。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

    ・ 地域包括支援センター合同勉強会 

    ・ 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連絡会議への出席 

 

(5) 地域(5) 地域(5) 地域(5) 地域のののの見守見守見守見守りりりり支援支援支援支援プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１０５）    

高齢化が進み続ける中，地域住民，大学，区社会福祉協議会，地域包括支援センター，ボラン

ティア団体等が協働し，高齢者を地域全体で見守り，高齢者と地域の方々の交流を促進し，セー

フティーネットの構築を進めます。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 買い物応援隊による地域の見守り支援の継続 

     ・ LED電球による地域相互見守り支援の拡大 

     ・ 地域の見守り拠点を活用した，地域の方への研修，情報提供（区社協等，幅広い機関と連携）  

     ・ 子どもたちを含めた多世代が交流できる居場所づくり（「まちの縁側」や「喫茶型サロン」， 

      「買物サテライト」の推進） など 

 

  (6) 子  (6) 子  (6) 子  (6) 子どものどものどものどもの口腔保健口腔保健口腔保健口腔保健のののの向上向上向上向上とととと家族家族家族家族ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組（健康づくり推進課 561-9128）    

     むし歯の急増する幼児期の歯科対策は，生涯を通じた歯と口の健康づくりの第 1歩であり，ま 

    た，妊娠期や成人期における歯科対策も生活習慣病の予防につながるため，口腔保健から家庭で 

    の健康づくりに取組みます。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 地域の関係機関と連携した，保育園や児童館での親子のお口の健康教室 

     ・ 乳幼児歯科相談や成人・妊婦歯科相談 

    

  (7) 健康  (7) 健康  (7) 健康  (7) 健康づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するするするする「「「「健康健康健康健康づくりサポーターづくりサポーターづくりサポーターづくりサポーター」」」」のののの育成育成育成育成（健康づくり推進課 561-9128）    

     地域の健康増進や生活習慣病予防に関する知識や技術の普及啓発を実践できる「健康づくりサ 

    ポーター」を養成し，活動支援を行います。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 積極的な健康づくり活動を実践するための養成講座 

     ・ 継続的な活動のコーディネートや活動の支援 

    

  (8) 食育指導員  (8) 食育指導員  (8) 食育指導員  (8) 食育指導員とととと連携連携連携連携したしたしたした食育食育食育食育のののの普及促進普及促進普及促進普及促進（健康づくり推進課５６１－９１２８）    

     地域に密着した食育推進の担い手である「食育推進員」と連携し，「食」に関する正しい知識や 

    情報の提供など食を通じた健康づくりの取り組みを実施します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 「食育セミナー」や「わくわくキッズクッキング」 

     ・ 継続的な活動のコーディネートや活動の支援 
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  (9) 感染症予防  (9) 感染症予防  (9) 感染症予防  (9) 感染症予防のためののためののためののための情報提供情報提供情報提供情報提供（健康づくり推進課５６１－９１２８） 

     結核，性感染症，インフルエンザ，ノロウイルス等の感染症について，予防や治療の正しい知 

    識の普及啓発を実施します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 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 

     ・ 管内の大学へ性感染症についての情報提供 

     ・ 乳幼児健康診査時に予防接種についての情報提供 

     ・ 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 

    

  (10) 精神障害  (10) 精神障害  (10) 精神障害  (10) 精神障害やこころのやこころのやこころのやこころの健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するするするする普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発（健康づくり推進課５６１－９１３０）    

     地域住民団体や保健，福祉，医療等の関係機関により構成されている「こころのふれあいネッ 

    トワーク」の事業を通じて，精神障害やこころの健康づくりに関する正しい知識の普及啓発を行 

    います。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ こころの健康に関する講演会   ・ 作品展 

    

(11) 東山区社会福祉協議会(11) 東山区社会福祉協議会(11) 東山区社会福祉協議会(11) 東山区社会福祉協議会がががが策定策定策定策定したしたしたした第三期東山区地域福祉活動計画推進第三期東山区地域福祉活動計画推進第三期東山区地域福祉活動計画推進第三期東山区地域福祉活動計画推進のののの支援 支援 支援 支援 

        （支援保護課 ５６１－９３５０） 

   東山区社会福祉協議会が策定した第三期「東山区地域福祉活動計画」の推進を支援します。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

 ・絆づくり事業の推進支援など 

    

        (12) 食品(12) 食品(12) 食品(12) 食品のののの安全性確保安全性確保安全性確保安全性確保とととと危害危害危害危害のののの予防予防予防予防（衛生課 ５６１－９１７６） 

    人の生活に欠かすことができない飲食物を扱う食品関連施設に対する監視や衛生指導，並び

に，食品衛生に関する知識の教示を行うことで，区民の皆様の安全安心な食生活を確保します。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

 ・ 市民や事業者を対象とした食品衛生講習会 

 ・ 食品関連施設への立入調査及び衛生指導 

 ・ 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 

   

  (13) 生活衛生関連施設等(13) 生活衛生関連施設等(13) 生活衛生関連施設等(13) 生活衛生関連施設等のののの衛生衛生衛生衛生とととと快適性快適性快適性快適性のののの確保確保確保確保（衛生課 ５６１－９１７５） 

 人の生活に密接に関係している旅館・浴場・美容室等の生活衛生関連施設の監視や衛生指導

を行うことで，区民の皆様の衛生的で快適な生活を確保します。 

＜平成２５年度取組予定事業＞ 

 ・ 生活衛生営業施設等における試験検査及び衛生指導 

 ・ 生活環境に係る相談受付，環境測定，改善指導 

 ・ 受水槽等の給水設備に対する自主点検の推進 

 

(14) 動物愛護(14) 動物愛護(14) 動物愛護(14) 動物愛護のののの推進推進推進推進（衛生課 ５６１－９１７５） 

  動物愛護や犬・猫の正しい飼い方等の啓発を行うことで，人と動物が共生できる社会を目指 

 します。 

 ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

  ・ 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 

 

４ ４ ４ ４ 景観景観景観景観・・・・都市基盤    目標 安全都市基盤    目標 安全都市基盤    目標 安全都市基盤    目標 安全でででで快適快適快適快適なななな都市都市都市都市づくり づくり づくり づくり 

(1)空(1)空(1)空(1)空きききき家家家家のののの活用促進活用促進活用促進活用促進プロジェクトチームのプロジェクトチームのプロジェクトチームのプロジェクトチームの取組推進取組推進取組推進取組推進（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

東山区内の空き家情報の把握と情報共有により，空き家を放置しないまちづくりを推進するた

め，空き家の発生状況を分析し，活用策の提案や所有者への啓発などにより，空き家問題の解決

に向けて取り組む「空き家の活用促進プロジェクト」を立ち上げ，検討を進めています。 

また，都市計画局の「地域連携型空き家流通事業」に取り組んでいる「六原まちづくり委員会」
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（六原学区），「粟田自治連合会・空き家対策実行委員会」の取組を支援します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 空き家の活用促進プロジェクトの取組推進 

・ 地域連携型空き家流通促進事業の支援 

・ 若手芸術家の居住・製作・発表の場としての空き家活用の推進 

    

(2) 迷惑駐車(2) 迷惑駐車(2) 迷惑駐車(2) 迷惑駐車をををを追放追放追放追放するするするする取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

    区内の迷惑駐車を追放することで，歩行者や自転車が安全で快適に通行できる交通環境が確保 

   され，区民の生活が暮らしやすくなるような取り組みを行います。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

    ・ 交通安全大会における啓発活動 

    ・ 鉄道関係者及び関係行政機関との意見交換等 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  (3) 「  (3) 「  (3) 「  (3) 「つながるつながるつながるつながる防災防災防災防災コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの実現実現実現実現」」」」事業事業事業事業のののの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１０５） 

    「地域がつながる」「世代がつながる」「知識がつながる」「情報がつながる」の４つの「つなが 

   る」をキーワードに，防災ネットワークを強化します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

・ 避難所運営訓練等，防災訓練 

・ 区民を対象とした防災研修 

    

５ コミュニティ・５ コミュニティ・５ コミュニティ・５ コミュニティ・自治    目標 地域力自治    目標 地域力自治    目標 地域力自治    目標 地域力のののの向上向上向上向上    

  (1) 東山区民  (1) 東山区民  (1) 東山区民  (1) 東山区民ふれあいこどものまちふれあいこどものまちふれあいこどものまちふれあいこどものまち事業事業事業事業のののの充実充実充実充実（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

     将来のまちづくりの担い手である子ども達にまちの営みを体験してもらうことで，まちづくり 

    への興味を持ってもらうため，東山区民ふれあい事業の一環として「東山区民ふれあいこどもの 

    まち」を実施します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

・ 第３回東山区民ふれあいこどものまち 

 

(2)(2)(2)(2) 大学大学大学大学・・・・地域連携事業地域連携事業地域連携事業地域連携事業のののの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１０５） 

 行政が，大学・短期大学が持つ資源や地域ニーズをコーディネートし，地域と大学相互の人的・ 

知的資源の交流，活用を通じて，地域主体のまちづくりの促進を図ります。 

無電柱化の推進 

 京都市は，日本を代表する歴史文化都市として，歴史的な景観の保全・再生が望まれる文化遺産周

辺，観光地等における無電柱化に取り組んでいます。 

 平成２４年度は松原通の産寧坂から東大路間の工事に着手しました。 

（建設局 ２２２－３５７０・地域力推進室 ５６１－９１１４） 

バリアフリー化の推進 

 京都市では平成 14 年に策定した「京都市交通バリアフリー全体構想」に基づき，「重点整備地区」

ごとに「バリアフリー移動等円滑化基本構想」，「道路特定事業計画」を策定し，旅客施設及びその周

辺道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進していく取組を進めています。 

 平成２４年度は本町通（九条跨線橋～三ノ川橋）において，道路のバリアフリー化を行いました。 

（建設局 ２２２－３５７０・地域力推進室 ５６１－９１１４） 

本町下高松通の整備促進 

 本町下高松通は，幅員が狭く，JR 奈良線，京阪電鉄本線との踏切が狭小なうえ，歩道も設置されて

いないことから，現道を南側に拡幅し，道路の両側に歩道を設置することにより歩車分離を図り，歩

行者の安全性の向上，自動車交通流の円滑化を図ります。 

平成２４年度は迂回路となる仮橋の架設工事，JR 奈良線踏切道拡幅設計を行いました。 

（建設局 ２１３－３６５９・地域力推進室 ５６１－９１１４） 
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    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ プロジェクト型事業の推進 

     ・ 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 

     ・ 大学と地域の連携・協力に関する地域，大学への情報提供 

 

(3) 「(3) 「(3) 「(3) 「東山区役所市民東山区役所市民東山区役所市民東山区役所市民サービスサービスサービスサービス向上向上向上向上プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム」」」」によるによるによるによる区民区民区民区民サービスサービスサービスサービス向上向上向上向上のののの取組 取組 取組 取組 

  （区役所各室課） 

     「笑顔・親切・ていねい・テキパキ！」を合言葉に，区民からの問合せ等に対する迅速な対応 

    など，市民目線での窓口サービスの向上等，区民サービスの向上に努めます。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

・ 庁内公募による「東山区役所市民サービス向上プロジェクトチーム」を中心とした，ハー 

 ド・ソフトの両面からの改善 

 

(4) 「(4) 「(4) 「(4) 「まちづくりカフェまちづくりカフェまちづくりカフェまちづくりカフェ＠＠＠＠東山東山東山東山」」」」のののの運営運営運営運営（地域力推進室 ５６１－９１０５） 

東山に関心のある方々の交流・情報交換の場を運営することにより，自主的・主体的なまちづ 

  くり活動を支援します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

・ 参加者による交流会 

・ 電子ツール（区ホームページ，Facebook）による情報発信・交換 

・ 活動資金の助成（東山区まちづくり支援事業） 

 

６ ６ ６ ６ 複数分野複数分野複数分野複数分野にににに関関関関するするするする取組 取組 取組 取組 

(1) 地域(1) 地域(1) 地域(1) 地域のののの安心安全安心安全安心安全安心安全ネットワークネットワークネットワークネットワーク支援事業支援事業支援事業支援事業（地域力推進室 ５６１－９１１４） 

「第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画」に基づき，各学区の「安心安全ネット 

   ワーク」を定着させるとともに，更に発展させ，地域の安心安全，また地域コミュニティの活性 

   化が進むよう，防犯用具の貸出しなどの幅広い分野で地域の総合的な安心安全のまちづくりを推 

   進します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 学区の安心安全ネット継続応援事業の推進 

   ・ 「学区の安心安全ネットワーク」の定着，活動支援（全学区で実施） 

   ・ 東山開睛館を拠点とした防犯対策の強化，子ども見守り活動の支援 

     ・ 高齢者の外出する機会をつくるための，様々な事業提供 

 

  (2) 東山区 (2) 東山区 (2) 東山区 (2) 東山区まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり支援事業支援事業支援事業支援事業（（（（課題解決型事業課題解決型事業課題解決型事業課題解決型事業・・・・自由提案型事業自由提案型事業自由提案型事業自由提案型事業））））（地域力推進室 ５６１－９１０４） 

     東山区の課題の解決，魅力の向上又は地域の活性化を図るための活動を支援することを目的に， 

    区民の皆様主体のまちづくり活動に助成金を交付します。 

    ① 課題解決型事業：東山区基本計画に掲げる２０の重点取組項目の推進に資する事業 

              助成金額：助成対象経費の４分の３以内（上限５０万円） 

    ② 自由提案型事業：地域の魅力を高める事業又は地域の活性化につながる事業 

              助成金額：助成対象経費の２分の１以内（上限５０万円） 

    ※ 平成２４年度と比べて，上限額が２０万円から５０万円になり，より規模の大きな事業にも 

     支援が可能です。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ 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）の推進 

       目標値：申請件数２１件（平成２４年度実績） 

 

  (3) ひがしやまハピネス(3) ひがしやまハピネス(3) ひがしやまハピネス(3) ひがしやまハピネス推進事業推進事業推進事業推進事業のののの推進推進推進推進（地域力推進室 ５６１－９１０５） 

     区民の幸福度を高める取組や東山に暮らす魅力の発信などを行い，若い世代の東山への定住化 

    を促進します。 

    ＜平成２５年度取組予定事業＞ 

     ・ ひがしやまハピネス推進事業の創設 
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Ⅲ 予算のポイント（平成２５年度東山区区民提案・共汗型まちづくり支援事業）

東山区基本計画の推進

区民ふれあい事業

区政情報の発信

課題解決型事業

自由提案型事業

「東山の未来」区民会議の運営，周知用印刷物の発行等

区来訪者向けホームページ「歩いて楽しむ東山」やFacebook等による情報発信

ふれあいひろば，文化財鑑賞会，作品展等の実施

商店等を対象に，車いすの介助や荷物の一時預かり等，ソフト面でおもてなしサービスを提
供する，観光支援コミュニティを推進

こどもたちが仮想の公共機関や商店で働くことにより，社会の仕組みを認識し，自分たちの住み
たいまちを考えることを通じ，東山への愛着を持ち，次代のまちづくりを担う子どもを育てる

手しごと職人のまち東山
再発見プロジェクト

地域の見守り支援
プロジェクト

空き家の活用促進
プロジェクト

高齢者を地域住民全体で見守るセーフティーネットの構築を進めるとともに，高齢者と地域
社会との交流を深め，地域の活性化のための取組を行う。

東山区のまちづくりに関心のある方々が集い，自主的なまちづくり活動を行うための交流
や情報発信を行う

職人情報を取りまとめ，データベース化して東山区の手しごと産業の魅力を広く発信し，産
業振興を図ることにより地域の活性化につなげる。

空き家発生の防止策及び空き家の活用促進に向け，各学区の空き家情報の把握，活用
促進策の検討や持ち主へ活用促進を啓発する取組を行う。

区基本計画における喫緊の課題を解決するために行うプロジェクト活動に対し，活動費相当額の全額を助成

課題解決型事業･自由提案型事業

東山観光支援コミュニ
ティプロジェクト

東山区民ふれあい
こどものまち事業

まちづくりカフェ
＠東山の運営

プロジェクト型事業

東山区基本計画に掲げる２０の重点取組項目の推進に資する事業に助成
補助金額：助成対象経費の４分の３以内（上限上限上限上限５０５０５０５０万円万円万円万円）

地域の魅力を高める事業又は地域の活性化につながる事業に助成
補助金額：助成対象経費の２分の１以内（上限上限上限上限５０５０５０５０万円万円万円万円）

充実

つながる防災
コミュニティの実現

地域がつながる防災ネットワークの強化，世代がつながる防災訓練の実施，知識がつなが地域がつながる防災ネットワークの強化，世代がつながる防災訓練の実施，知識がつなが地域がつながる防災ネットワークの強化，世代がつながる防災訓練の実施，知識がつなが地域がつながる防災ネットワークの強化，世代がつながる防災訓練の実施，知識がつなが
る防災研修の継続実施，情報がつながるシステムの確立る防災研修の継続実施，情報がつながるシステムの確立る防災研修の継続実施，情報がつながるシステムの確立る防災研修の継続実施，情報がつながるシステムの確立

新規

共汗型事業共汗型事業共汗型事業共汗型事業 （（（（7,710千円千円千円千円））））

区民提案型支援事業区民提案型支援事業区民提案型支援事業区民提案型支援事業 （（（（5,590千円千円千円千円 ））））

「「「「山紫水明山紫水明山紫水明山紫水明のののの都都都都」」」」枠枠枠枠（（（（東山区東山区東山区東山区のののの魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信））））

「「「「結結結結びびびび合合合合うううう心心心心」」」」枠枠枠枠（（（（地域地域地域地域のののの絆絆絆絆のののの強化強化強化強化））））

「「「「東山東山東山東山のののの未来未来未来未来」」」」枠枠枠枠（（（（人人人人づくりとづくりとづくりとづくりと地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化））））

東山区まちづくり支援事業

（（（（合計合計合計合計１３１３１３１３，，，，３００３００３００３００千円千円千円千円））））

防犯,防災，地域福祉，子どもの安全対策等安心安全のまちづくりの推進のため

の学区単位での取組を支援
地域の安心安全ネットワーク
支援事業 【予算額】 ３３０千円

くらしの課題や幸福度の指標の検討などを通じ，区民の幸福度を高める取組や東山くらしの課題や幸福度の指標の検討などを通じ，区民の幸福度を高める取組や東山くらしの課題や幸福度の指標の検討などを通じ，区民の幸福度を高める取組や東山くらしの課題や幸福度の指標の検討などを通じ，区民の幸福度を高める取組や東山
に暮らす魅力発信などを行い，若い世代の東山区への定住化を促進する取組を行う。に暮らす魅力発信などを行い，若い世代の東山区への定住化を促進する取組を行う。に暮らす魅力発信などを行い，若い世代の東山区への定住化を促進する取組を行う。に暮らす魅力発信などを行い，若い世代の東山区への定住化を促進する取組を行う。

ひがしやま ハピネス
推進事業

新規

【予算額】 ２，６８０千円

【予算額】 ３，３３０千円

【予算額】 １，７００千円

【予算額】 ２，５００千円

【【【【予算額予算額予算額予算額】】】】 ２２２２，，，，７６０７６０７６０７６０千円千円千円千円

☆ ポイント１☆ ポイント１☆ ポイント１☆ ポイント１ 新規事業新規事業新規事業新規事業をををを創設創設創設創設！！！！（つながる防災コミュニティの実現，東山ハピネス推進事業）
☆ ポイント２☆ ポイント２☆ ポイント２☆ ポイント２ 東山区東山区東山区東山区まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり支援事業支援事業支援事業支援事業をををを充実充実充実充実！！！！（課題解決型事業・自由提案型事業の予算及び

上限額を増額）
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Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 東山区役所各室東山区役所各室東山区役所各室東山区役所各室・・・・課課課課のののの取組目標                     取組目標                     取組目標                     取組目標                     

    

地域力推進室 

・ 東山区の喫緊の課題である「空き家の活用促進」，「手しごと職人のまち東山再発 

見」及び「地域の見守り支援」について取組む３つのプロジェクトの運営を行うと 

ともに，東大路のあり方検討を進めます。 

・ 地域の防災力をさらに向上させるため，「つながる防災コミュニティの実現」（新 

 規事業）を力強く推進します。 

・ 区内各種団体等と連携し，区民ふれあい事業，安心安全なまちづくり，体育振興 

等を推進します。 

・ 区内の寺社，企業，団体等により設立された「東山「観光・交通・環境」協力会 

 議」と連携し，魅力あふれる東山区のまちづくりを進めます。 

市民窓口課 

・ 各種届出の受理や証明発行において，個人情報の保護に留意した適正な業務を執 

  行することにより，市民に信頼されるよう努めます。 

・ 来庁された市民の方には，積極的に声をかけるとともに話をよく聞き，目的部署      

 への案内等必要なサービスを提供できるよう努めます。 

課税課 
・ 公平・公正な課税を実施するため，課税資料の収集と調査を強化し, 適正かつ公 

平な課税を一層進めるとともに, 個人情報を厳格に管理します。 

納税課    
・ 適正かつ公平な徴収業務を推進し，市税収入のより一層の確保に努めるとともに， 

個人情報の厳格な管理に努めます。 

福祉介護課 

・ 多様化する市民の皆様のニーズに的確に対応するため，福祉の専門家として，様々

な制度，機関等を有効に活用し，総合的な福祉サービスの提供に努めます。 

・ 個人情報保護の取組を徹底し，適正な事務執行を実現します。 

支援保護課 

・ 住み慣れた地域や家庭で安心していきいきと暮らしていただけるよう，「必要な 

人に必要な支援」を基本とした適切で温かい福祉サービスを提供するよう努めま 

す。そのために，関係機関・関係部署との連携をより深め，地域福祉のネットワー 

クを更に強化できるよう取り組みます。 

・ 区民の皆様の権利・義務等に係る重要な個人情報を大切に取扱い，決定してまいります。 

保険年金課 

・ 複雑な制度や手続きについて,できるだけ市民の方に御理解いただけるよう,窓口 

 では,丁寧で親切な応対に努めます。       

・ 制度の公平・公正な運営を図るとともに，国民健康保険料の徴収率向上に努めます。 

健康づくり 

推進課    

・ 生涯を通じて心身とも健やかに暮らせる健康づくりを推進するため，健康情報の

積極的な提供を行います。 

・ 感染症・虐待・精神科救急等の健康危機事案に対し，迅速・的確な対応を行うと

ともに区民への情報提供等による積極的な予防活動を実施します。 

 地域ニーズを反映した子育て支援事業の実施および虐待未然防止のためのハイリ

スク者への支援の強化を行います。 

衛生課 

・ 食品衛生関係施設や生活衛生関係施設への適確な監視指導に努め，食中毒予防や

生活衛生関係施設の衛生対策を促進することにより，区民の皆様の安全・安心な生

活の確保を図ります。 

・ 犬や猫の正しい飼い方や動物愛護の啓発を行い，人と動物が共生できるまちづく 

 りを推進します。 
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