
上京区役所地域力推進室  

電 話 ０７５－４４１－５０２９ 

ＦＡＸ ０７５－４３２－０５６６ 

URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/ 
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重点方針 
平成２６年度重点取組 

 取組名 目標 所属等 

多様な住民

が地域活動

を担うまち 

１ 
上京区民まちづく

り活動支援事業 

・上京区民の自発的，主体的な

まちづくり活動への助成 
地域力推進室 

２ 
上京区基本計画進

行管理 

・上京区まちづくり円卓会議の 

 開催 

・上京区基本計画推進会議の開 

 催 

地域力推進室 

３ 
地域が繋がる「絆」

事業 

・ワークショップの開催 

・上京ふれあいネット「カミン

グ」の冊子版の作成 

地域力推進室 

４ 
上京区総合庁舎整

備の推進 

・新上京区総合庁舎のしゅん工 

・新上京区総合庁舎への移転及

び開所 

地域力推進室，文化

市民局 

５ 
新庁舎開庁記念イ

ベント支援事業 

・新しい地域づくりのきっかけ

となるイベントへの助成 
地域力推進室 

住民が守る

安心・安全の

まち 

６ 

上京区くらしの安

心安全学区活動支

援事業 

・避難所運営マニュアルの作成 

・避難所運営訓練の実施 
地域力推進室 

７ 
減災力向上推進プ

ロジェクト事業 

・「災害時安心カード（仮称）」

の作成 

・防災ミニ講座の実施 

地域力推進室 

８ 

「みんなで空き家

対策を考えよう」

事業 

・空き家に関する地域での取組

のきっかけづくり 

・空き家の発生の予防等に関す

る普及・啓発 

地域力推進室 

９ 

京都御苑周辺道路

の歩行空間改善事

業 

・歩行者と自転車の京都御苑側

への転落防止のため転落防止

柵の設置 

建設局 

ともに喜び，

支え合うま

ち 

 

10 
上京の子どもまつ

り 
・上京の子どもまつりの開催 福祉介護課 

11 

高齢者，障害のあ

る方等支援を要す

る方の孤立を防ぐ

ための地域コミュ

ニティの構築 

・関係機関と協働した支援に係

るネットワークや相談体制の

充実 

・「上京区ふくしをなんでもし

っとこ講座」，「上京区ふくし

をなんでもやっとこ講座」の開

催 

支援保護課 

12 
子育て支援・育児

不安の軽減 

・「赤ちゃんお祝い訪問プロジ

ェクト～上京えんじぇる応援

団」事業の充実及び協力者・協

賛店舗の拡充 

・子育て支援講座の開催 

・「上京えんじぇる応援 BOOK」

の充実 

支援保護課 

１ 上京区運営方針の総括表 
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重点方針 
平成２６年度重点取組 

 取組名 目標 所属等 

ともに喜び，

支え合うま

ち（続き） 

 

 

13 

学生パワーを活か

した福祉のまちづ

くり事業 

・大学等と協働した福祉のまち

づくりの推進 

・地域や施設等での取組等に係

る情報発信 

・地域での事業への参画 

支援保護課 

14 
妊娠期からの子育

て支援 

・母子健康手帳交付時の全数面  

 接 

・初妊婦への家庭訪問 

・こんにちは赤ちゃん訪問 

・乳児交流会の実施 

健康づくり推進課 

15 

「子育て家族編  

災害対策ミニブッ

ク」の普及啓発 

・普及啓発 

・災害時における妊婦・乳幼児

の保護者の地域での孤立防止  

健康づくり推進課 

16 
食の安全・安心の

確保 

・監視指導 

・衛生講習会の開催 

・地域イベント等での管理指導

等の実施 

衛生課 

文化と伝統

を生かした

賑わいのま

ち 

17 
上京の魅力発信事

業 

・アーカイブ事業の実施 

・まち歩きツアーの実施 

・上京ふれあいネット「カミン

グ」の充実 

地域力推進室 

18 

上京区民ふれあい

事業・上京区文化

振興事業 

・上京区民ふれあい事業の実施 

・上京区文化振興事業の実施 
地域力推進室 

19 

上七軒通，小川通

の無電柱化等の推

進 

・小川通の工事の実施 建設局 

暮らしの中

で環境に向

き合うまち 

20 

エコまちステーシ

ョンを拠点とした

環境の取組の充実 

・ごみそのものを発生させない

まちづくりの推進 

・雑がみの分別・リサイクルの

徹底をはじめとするごみ減量

の推進 

・地域住民が主体となった環境

活動の支援 

環境政策局 

21 「エコ学区」事業 

・地域ぐるみのエコ活動の支援 

・エコ学区宣言学区の更なる拡 

 大 

環境政策局 
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上京区基本計画上京区基本計画上京区基本計画上京区基本計画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる基本方針基本方針基本方針基本方針（（（（５つのテーマ５つのテーマ５つのテーマ５つのテーマ））））にににに基基基基づきづきづきづき，，，，区区区区のののの個性個性個性個性をををを生生生生かしたかしたかしたかした魅魅魅魅

力力力力あふれるあふれるあふれるあふれるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくりをををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために，，，，特特特特にににに重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項としてとしてとしてとして以下以下以下以下

のとおりのとおりのとおりのとおり取組取組取組取組をををを進進進進めていきめていきめていきめていきますますますます。。。。    

    

    

    

１１１１    上京区民上京区民上京区民上京区民まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動支援事業活動支援事業活動支援事業活動支援事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））    

        上京区基本計画に定めたまちづくりの将来像「絆で織りなす住みよいまち上京」を

築くため，区民の自発的で主体的なまちづくり活動に補助金を交付し，地域コミュニ

ティの振興と区民参加によるパートナーシップのまちづくりを図ります。    

<取組目標> 

・上京区民の自発的，主体的なまちづくり活動への助成 

<前年度の取組成果> 

・11 件の提案事業を支援対象として決定（申請件数 18 件） 

    

２２２２    上京区基本計画進行管理上京区基本計画進行管理上京区基本計画進行管理上京区基本計画進行管理（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））    

  上京区基本計画実現に向けた取組の進捗管理を行うために上京区まちづくり円卓

会議，上京区基本計画推進会議を開催します。 

<取組目標> 

・上京区まちづくり円卓会議の開催 

・上京区基本計画推進会議の開催 

<前年度の取組成果> 

 ・上京区まちづくり円卓会議の開催（５回） 

 ・上京区基本計画推進会議の開催（２回） 

    

３３３３    地域地域地域地域がががが繋繋繋繋がるがるがるがる「「「「絆絆絆絆」」」」事業事業事業事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））【【【【充実充実充実充実】】】】 

  区民の方々と共に作成を進めている上京区内の情報を提供するホームページ「上京

ふれあいネット『カミング』」において，区民レポーターによる取材等を通じてでき

たつながりを活用するとともに，学生と地域が繋がる機会を設け，区内の魅力的な資

源の発掘や地域コミュニティの活性化を目指します。 

 <取組目標> 

・ゲストスピーカーによる講演と参加者の交流のためのワークショップの開催 

・上京ふれあいネット「カミング」の冊子版の作成 

<前年度の取組成果> 

・ワークショップの開催（１回） 

・上京ふれあいネット「カミング」の地図発行（１回） 

 

４４４４    上京区総合庁舎整備上京区総合庁舎整備上京区総合庁舎整備上京区総合庁舎整備のののの推進推進推進推進（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室，，，，文化市民局文化市民局文化市民局文化市民局））））    

  旧上京区総合庁舎は，昭和 12 年のしゅん工から築 74 年が経過し，老朽化や狭あい

化が著しく，バリアフリー化や利用者のプライバシーの確保が課題でした。また，保

健センターが別庁舎となっているなど，区民の皆様に御不便をおかけしているため，

区役所，福祉事務所，保健センターを統合し，より利用しやすい総合庁舎を目指して

事業を進めます。 

<取組目標> 

２ 上京区基本計画推進のための取組の概要 

重点重点重点重点方針方針方針方針１１１１    多様多様多様多様なななな住民住民住民住民がががが地域活動地域活動地域活動地域活動をををを担担担担うまちうまちうまちうまち 
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 ・新上京区総合庁舎のしゅん工（12 月を予定） 

 ・新上京区総合庁舎への移転及び開所（１月を予定） 

<前年度の取組成果> 

・埋蔵文化財調査の完了（７月） 

・建設工事の着手（８月） 

    

５５５５    新庁舎開庁記念新庁舎開庁記念新庁舎開庁記念新庁舎開庁記念イベントイベントイベントイベント支援支援支援支援事業事業事業事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））【新規】    

  新上京区総合庁舎には，区民の自主活動の場として区民交流ロビーや区民交流会議

室を設置することとなっています。平成 27 年１月（予定）の開所を記念し，区民が

主役となり，新しい地域づくり（地域活動や文化活動等）のきっかけとなるイベント

の開催を支援します。 

<取組目標> 

・上京区民の自発的，主体的な地域づくり活動への助成 

 
 

    
    

６６６６    上京区上京区上京区上京区くらしのくらしのくらしのくらしの安心安全学区活動支援事業安心安全学区活動支援事業安心安全学区活動支援事業安心安全学区活動支援事業    （（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））    

  誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため，学区の自発的，自主的な活動の

費用の一部を補助し，支援を行います。また，特例事業として，学区ごとの災害対策

プロジェクトチームの立上げや，避難所運営訓練の実施など，防災体制の充実に取り

組む学区に対し，取組を促進するための助言，指導等に関する補助制度を実施します。 

<取組目標> 

・避難所運営マニュアルの作成とそれに基づく避難所運営訓練の実施 

<前年度の取組成果> 

・避難所運営マニュアルの作成完了（３学区を補助） 

・学区防災訓練において避難所運営訓練を実施（２学区を補助） 

    

７７７７    減災力向上推進減災力向上推進減災力向上推進減災力向上推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業事業事業事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））【新規】    

  地域住民や学生，区職員等でプロジェクトチームを結成し，防災減災に向けてきめ

細かな取組を実施します。  

<取組目標> 

・緊急時に迅速に対応するための「災害時安心カード（仮称）」の作成  

・災害から自らの身を守るための防災ミニ講座の実施 

 

８８８８    「「「「みんなでみんなでみんなでみんなで空空空空きききき家対策家対策家対策家対策をををを考考考考えようえようえようえよう」」」」事業事業事業事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））【【【【充実充実充実充実】】】】    

  関係局が進める空き家の活用・流通の促進等の事業と連携し，区内の空き家の発生

の予防及び空き家の活用等について地域と協働して対策を考えます。 

    <取組目標> 

 ・空き家に関する地域での取組のきっかけづくり 

 ・空き家の発生の予防等に関する普及・啓発 

 <前年度の取組成果> 

 ・空き家調査の実施（１学区） 

 ・普及・啓発の実施（市民しんぶん２月 15 日号掲載，講習会開催） 

 

 

重点重点重点重点方針方針方針方針２２２２    住民住民住民住民がががが守守守守るるるる安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のまちのまちのまちのまち 
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９９９９    京都御苑周辺道路京都御苑周辺道路京都御苑周辺道路京都御苑周辺道路のののの歩行空間改善事業歩行空間改善事業歩行空間改善事業歩行空間改善事業（（（（建設局建設局建設局建設局））））    

  今出川通，烏丸通，丸太町通の京都御苑側の歩道は，自転車と歩行者との接触事故

や側溝への転落事故の危険性が高いため，環境と景観に配慮した転落防止柵等の設置

を行います。 

<取組目標> 

・今出川通の京都御苑堀に転落防止柵の設置 

<前年度の取組成果> 

・今出川通，烏丸通，丸太町通のバス停部や横断歩道部（14 箇所）で実施 

 

 

 
 

    

10101010    上京上京上京上京のののの子子子子どもまつりどもまつりどもまつりどもまつり（（（（福祉介護課福祉介護課福祉介護課福祉介護課））））    

  上京区の伝統文化や区民の文化活動の紹介を通じて，地域のふれあいや子育てに関

する情報交換の場を提供します。 

<取組目標> 

・上京の子どもまつりの開催 

<前年度の取組成果> 

・上京の子どもまつりの開催（11 月 23 日） 

    

11111111    高齢者高齢者高齢者高齢者，，，，障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方等支援等支援等支援等支援をををを要要要要するするするする方方方方のののの孤立孤立孤立孤立をををを防防防防ぐためのぐためのぐためのぐための地域地域地域地域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

構築構築構築構築（（（（支援保護課支援保護課支援保護課支援保護課））））    

  地域の生活課題の早期発見や早期対応を行い，高齢者や障害のある方等の孤立化を

防ぐための地域づくりを目指し，行政や地域包括支援センター等専門機関，地域の皆

様が一体となった支援体制の構築を進めます。 

<取組目標> 

・関係機関と協働し，支援に係るネットワークや相談体制の充実を図る。 

 ・「上京区ふくしをなんでもしっとこ講座」「上京区ふくしをなんでもやっとこ講座」

の開催を通じ，より多くの人に地域の福祉課題への関心を深めていただく。 

<前年度の取組成果> 

 ・ふくしをなんでもしっとこ講座の開催（８月 31 日「障害のある方への理解」，２

月 22 日「認知症のある方への理解」） 

 ・ふくしをなんでもやっとこ講座の開催（「まち探険！バリア発見！障がいのある人 

  と考えるバリアフリー」９月 28 日） 

 

12121212    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援・・・・育児不安育児不安育児不安育児不安のののの軽減軽減軽減軽減（（（（支援保護課支援保護課支援保護課支援保護課））））    

        地域の皆様と保健センターや子育て支援機関等が連携し，上京区全体で子どもがす

くすく育つまちづくりを目指します。 

    (1)(1)(1)(1)「「「「赤赤赤赤ちゃんおちゃんおちゃんおちゃんお祝祝祝祝いいいい訪問訪問訪問訪問プロジェプロジェプロジェプロジェクトクトクトクト～～～～上京上京上京上京えんじぇるえんじぇるえんじぇるえんじぇる応援団事業応援団事業応援団事業応援団事業」」」」のののの充実充実充実充実    

   孤独な子育て家庭をなくす取組の推進が求められていることから，生後４か月ま

での乳児のいる御家庭に保健師，助産師等がお伺いする「こんにちは赤ちゃん訪問」

に合わせて，お住まいの地域の主任児童委員によるお祝い訪問事業を実施していま

す。 

 <取組目標> 

  ・主任児童委員によるお祝い訪問の実施 

 <前年度の取組成果> 

重点重点重点重点方針方針方針方針３３３３    ともにともにともにともに喜喜喜喜びびびび，，，，支支支支ええええ合合合合うまちうまちうまちうまち 
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・主任児童委員によるお祝い訪問（183 件） 

・支援者に対する研修会の開催 （連続講座７月 25 日，10 月 24 日） 

    (2)(2)(2)(2)「「「「すくすくステッカーですくすくステッカーですくすくステッカーですくすくステッカーで子育子育子育子育てててて支援支援支援支援」」」」事事事事業業業業のののの実施実施実施実施    

「すくすくステッカー」を掲示していただいている事業の協力者や協賛店舗に「え

んじぇるカード」（区内在住で小学生以下のお子さんがおられる子育て家庭に配布）

を提示すると、その店舗等のサービスを受けることができる事業です。 

 <取組目標> 

・事業内容の充実を図ったうえで，協力者・協賛店舗を拡充 

・子育て支援講座の開催 

・「上京えんじぇる応援 BOOK」の充実 

 <前年度の取組成果> 

・すくすくステッカー事業協賛店舗，協力者（143 件） 

・子育て支援シンポジウムの開催（９月 29 日） 

・えんじぇるカード配布 6,500 枚 

 

11113333    学生学生学生学生パワーをパワーをパワーをパワーを活活活活かしたかしたかしたかした福祉福祉福祉福祉のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり事業事業事業事業（（（（支援保護課支援保護課支援保護課支援保護課））））    

  大学等と協働して，次世代を担う学生たちの企画を取り入れて，福祉のまちづくり

を推進します。 

 <取組目標> 

・地域や施設等での取組等に係る情報発信  

・地域での事業への参画 

<前年度の取組成果> 

 ・第２回ふくしをなんでもしっとこ講座への参画（同志社女子大学日下ゼミ，同志社

大学障がい学生支援室） 

    

14141414    妊娠期妊娠期妊娠期妊娠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（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推進課推進課推進課推進課））））    

  妊婦・家族への面接相談や初妊婦を対象とした家庭訪問，出産後の赤ちゃん訪問等

により，妊娠期から出産・育児期まで切れ目のない子育て支援を行い，児童虐待の未

然防止に努めます。また，交流会を実施するなど顔の見える関係を維持し，その時々

の不安・悩みの相談に応じるとともに必要な情報提供を行います。 

<取組目標> 

・母子健康手帳を交付した全ての妊婦・家族への面接相談 

 ・初妊婦や４か月までの乳児がいる家庭への全戸家庭訪問及び継続的に支援が必要な

家庭への訪問 

・プレママ・パパ教室，乳児交流会の開催等による交流の場づくり 

・乳幼児健診における発達障害児の早期発見体制の充実 

・保育士と連携した健診体制の充実 

<前年度の取組成果> 

・母子健康手帳交付時の全ての妊婦・家族への面接相談（590 件） 

・初妊婦への全戸家庭訪問（183 件） 

・こんにちは赤ちゃん訪問（529 件） 

・プレママ・パパ教室参加者（91 人） 

・乳児交流会参加者（226 組） 

 

15151515    「「「「子育子育子育子育てててて家族編家族編家族編家族編    災害対策災害対策災害対策災害対策ミニブックミニブックミニブックミニブック」」」」のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推進課推進課推進課推進課））））    

        妊婦，乳幼児の保護者が災害時に地域で孤立することなく迅速に対応できるよう
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24 年度に作成した「子育て家族編災害対策ミニブック」を活用した普及啓発を行い，

更に安心して暮らせる地域づくりを目指します。    

<取組目標> 

 ・母子保健事業（プレママ・パパ教室，乳幼児健診，妊婦・赤ちゃん訪問等）を通じ

た普及啓発活動 

<前年度の取組成果> 

・パンフレットの配布（母子保健事業 2,526 冊，関係機関 1,630 冊） 

    

16161616    食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保（（（（衛生課衛生課衛生課衛生課））））    

食品等の安全性を確保し，安心して食生活を営むことのできる環境を整備するため，

食品衛生監視指導計画に基づき，食品取扱施設に対する監視指導の徹底と衛生講習会

を開催します。 

また，大学や地域のイベント等での食中毒予防の啓発を推進します。 

<取組目標> 

・食品衛生講習会の実施（大学祭従事者には「学祭衛生管理マニュアル」を活用） 

・食品取扱施設への監視指導 

<前年度の取組成果>    

・食品衛生講習会受講者（1,074 人） 

・監視指導（1,731 件） 

    

    

    
11117777    上京上京上京上京のののの魅力発信事業魅力発信事業魅力発信事業魅力発信事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））【充実】    

        上京区の地域の財産や魅力を活用し，様々な団体と連携しながら，上京ふれあいネ

ット「カミング」による情報発信や関連イベントを実施します。また，古い写真や言

い伝え等を収集するとともに，新しい写真も募集します。 

<取組目標> 

 ・アーカイブ事業の実施 

 ・まち歩きツアーの実施 

 ・上京ふれあいネット「カミング」の充実 

<前年度の取組成果> 

 ・まち歩きツアー（京・上京探訪）の実施（９月８日，12 月４日） 

 ・上京ふれあいネット「カミング」による情報発信 

 

18181818    上京区民上京区民上京区民上京区民ふれあいふれあいふれあいふれあい事業事業事業事業・・・・上京区文化振興事業上京区文化振興事業上京区文化振興事業上京区文化振興事業（（（（地域力推進室地域力推進室地域力推進室地域力推進室））））    

        区民とのパートナーシップによるまちづくりを目指し，個性あふれる区づくりをよ

り一層推進することを目的として，ふれあいまつりや史蹟ウォーキングをはじめ様々

な事業を実施するともに，上京区マスコットキャラクターかみぎゅうくんを活用した

事業も行います。 

  また，上京区の豊かな歴史と伝統に育まれた質の高い文化を身近に感じていただき，

文化資源の貴重さを再発見し，関心を高めていただくことを目的に，上京薪能をはじ

めとした事業を実施します。 

<取組目標> 

・区民ふれあい事業の実施 

・文化振興事業の実施 

<前年度の取組成果> 

重点重点重点重点方針方針方針方針４４４４    文化文化文化文化とととと伝統伝統伝統伝統をををを生生生生かしたかしたかしたかした賑賑賑賑わいのまちわいのまちわいのまちわいのまち 
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 ・上京区民ふれあいまつり，上京区民ふれあい文化大学，上京区民ふれあい史蹟ウォ

ーキング，上京薪能の開催 

 ・「上京―史蹟と文化」の発行 

 ・「上京区マスコットキャラクター かみぎゅうくん」の活用 

 ・「みんなで花を咲かそう」活動の推進 

 

19191919    上七軒通上七軒通上七軒通上七軒通，，，，小川通小川通小川通小川通のののの無電柱化等無電柱化等無電柱化等無電柱化等のののの推進推進推進推進（（（（建設局建設局建設局建設局））））    

  京都らしい歴史的景観の保全・再生などを目的として，無電柱化事業を実施してい

ます。「上京北野界わい景観整備地区」として歴史的風致維持向上計画の認定を受け

ている上七軒通，「上京小川歴史的景観保全修景地区」内の小川通において，風雅で

魅力的な景観を保全・再生するために事業を推進します。 

<取組目標> 

・小川通における工事の実施 

<前年度の取組成果> 

・上七軒通における無電柱化事業完了後の交通量調査及びアンケートの実施 

・小川通における詳細設計の策定と一部工事の着手 

 

 

    
20202020    エコまちステエコまちステエコまちステエコまちステーションをーションをーションをーションを拠点拠点拠点拠点としたとしたとしたとした環境環境環境環境のののの取組取組取組取組のののの充実充実充実充実（（（（環境政策局環境政策局環境政策局環境政策局））））    

  区民の皆様との連携を一層強化し，子どもからお年寄りまでのあらゆる世代が環境

について自ら考え，暮らしの中でエコな取組が実践できるよう推進していきます。 

  エコまちステーションを中心に，ごみの減量・分別の啓発を行い，可能な限り資源

物を回収し，徹底してごみを減量することを目指します。 

<取組目標> 

・ごみそのものを発生させないまちづくりの推進 

・雑がみの分別・リサイクルの徹底をはじめとするごみ減量の推進 

・地域住民が主体となった環境活動の支援 

<前年度の取組成果> 

・雑がみの分別リサイクル拡大に向けた社会実験の実施 

・有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業の実施 

・上京ふれあいまつりをはじめとするイベントのエコ化の推進 

 

22221111    「「「「エコエコエコエコ学区学区学区学区」」」」事業事業事業事業（（（（環境政策局環境政策局環境政策局環境政策局））））    

  平成 23 年度から２箇年にわたり実施したモデル学区での成果・課題を踏まえ，平

成 27 年度までに市内全学区においてエコ活動の実践が広がるよう支援することによ

り，ライフスタイルの転換と増加傾向にある家庭部門での温室効果ガス排出量削減を，

地域ぐるみで効果的に実現できるよう取組を進めます。 

<取組目標> 

・平成 27 年度までに区内すべての学区においてエコの取組が実践されるよう支援 

<前年度の取組成果> 

・エコ学区宣言（９学区。モデル学区含む。） 

重点重点重点重点方針方針方針方針５５５５    暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで環境環境環境環境にににに向向向向きききき合合合合うまちうまちうまちうまち 
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１１１１    コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス意識意識意識意識のののの徹底徹底徹底徹底    

  職員研修の実施により，個人情報の厳正な取扱いをはじめ，全職員一人ひとりに“コンプ

ライアンス意識”の更なる浸透を図ります。 

    

２２２２    市民満足度向上会議市民満足度向上会議市民満足度向上会議市民満足度向上会議    

        区民の皆様に満足していただける応対等に取り組むため，庁内横断的なプロジェク

トチームを設置し，市民満足度向上のための取組を実践します。 

    

３３３３    全庁全庁全庁全庁““““きょうかん”きょうかん”きょうかん”きょうかん”実践運動実践運動実践運動実践運動のののの推進推進推進推進    

  「笑顔・親切・ていねい・テキパキ」を合言葉に，より良質な市民サービスを提供

するため，全職員参加による“きょうかん”プロジェクトの実施等，全庁“きょうか

ん”実践運動に積極的に取り組み，区民に信頼される区役所づくりを進めます。 

 

３ 信頼される区役所づくりのための取組の概要 



- 10 - 

 

 

    

 

 

 

 

上京区では，これまで平成 24 年度に創設された「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』」をいかし，上京区基

本計画に掲げる「絆で織りなす 住みよいまち上京」に向けたまちづくりの推進のため，

地域の皆様とともに「上京区民まちづくり活動支援事業」，「上京区くらしの安心安全

学区活動支援事業」の区民提案型事業，「上京の魅力発信事業」を初めとした共汗型事

業に取り組んできました。 

平成 26 年度もこの流れを大事に取り組むとともに，これまでの成果を反映し，新た

に，区民提案型事業である「新庁舎開庁記念イベント支援事業」，共汗型事業である「減

災力向上推進プロジェクト事業」，「「みんなで空き家対策を考えよう」事業」の３つ

の取組を中心に展開していきます。 

＜平成 26 年度予算額＞ 

 総額 15,960 千円 

 うち区民提案型事業 5,130 千円，共汗型事業 10,830 千円 

 

 

 

 
（単位：千円） 

取組名 予算額 

１ 上京区民まちづくり活動援事業 2,905 

２ 上京区基本計画進行管理 580 

３ 地域が繋がる「絆」事業 366 

４ 上京区総合庁舎整備の推進（＊） 1,931,695 

５ 新庁舎開庁記念イベント事業 1,500 

６ 上京区くらしの安心安全学区活動支援事業 725 

７ 減災力向上推進プロジェクト事業 500 

８ 「みんなで空き家対策を考えよう」事業 700 

９ 京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業（＊） 18,000 

10 上京の子どもまつり 1,515 

11 高齢者，障害のある方等支援を要する方の孤立を防ぐための地域コミ

ュニティの構築（上京区ふくしをなんでもしっとこ講座） 
800 

12 子育て支援・育児不安の軽減（すくすくステッカーで子育て支援事業） 975 

13 学生パワーを活かした福祉のまちづくり 300 

14 妊娠期からの子育て支援 － 

15 「子育て家族編 災害対策ミニブック」の普及啓発 － 

16 食の安全・安心の確保 － 

17 上京の魅力発信事業 811 

18 上京区民ふれあい事業・上京区文化振興事業 4,283 

19 上七軒通，小川通の無電柱化等の推進（＊） 138,000 

20 エコまちステーションを拠点とした環境の取組の充実 － 

21 「エコ学区」事業 － 

 ＊印は，局予算です。 

４ 予算のポイント 

区民提案区民提案区民提案区民提案・・・・共汗型共汗型共汗型共汗型まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり支援事業予算支援事業予算支援事業予算支援事業予算 

重点取組重点取組重点取組重点取組のののの予算額予算額予算額予算額 


