
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/ 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上京区マスコットキャラクター 

かみぎゅうくん 
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重点方針 
平成３０年度重点取組 

取組名 取組目標 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 

・区民の自発的，主体的なまちづくり

活動への助成 

・活動報告ポスター展示等の実施 

地域力推進室 

２ 
上京区基本計画の

推進 

・上京区基本計画推進会議の開催 

・上京区まちづくり円卓会議の開催 

・上京！ＭＯＷ（上京区まちづくり円

卓会議拡大会議）の開催 

・まちづくりのための場の運営支援 

地域力推進室 

３ 
上京ふれあいネット

「カミング」運営事業 

・上京ふれあいネット「カミング」に

よる情報発信 

・「カミング」でつながるまちづくり

の推進 

地域力推進室 

４ ふれあい広場の整備 
・寺之内交番跡地をぬくもりあるふれ

あい広場として整備 
地域力推進室 

５ 
鴨川の「天然鮎」と出

会う上京区友釣り大会 

・友釣り大会の開催  

・大会後の清掃などの環境保護活動  

・京の川の恵みを活かす会活動に協力 

地域力推進室 

６ 上京区体育振興事業 

・上京区体育振興事業の実施 

・本市で開催される各種スポーツ大会

等への積極的な参加 

地域力推進室 

７ 

上京区版「地域力アッ

プ学区活動連携支援事

業」 

・地域の絆を活かすまちづくり 

・多様なひとびとが交流するコミュニ

ティづくりの推進 

・大学生等と連携した自治会，町内会

等の活性化 

地域力推進室 

住民が守る

安心・安全

のまち 

８ 上京 防災＋
プラス

（防

災×文化・歴史） 

・文化・歴史の視点を取り入れた講座

の開催 

・出前講座の各学区及び各団体会議等

を活用した実施 

地域力推進室 

９ 

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 

・上京区推進協議会会議の開催 

・上京区版運動プログラムの推進 

・防犯カメラの設置促進 

地域力推進室 

10 

上京区くらしの安

心安全学区活動支

援事業 

・学区の自発的，自主的な活動への助

成 
地域力推進室 

11 
安心・安全上京区地

域力連携活動 

・官学民連携によるまちの安心・安全

の確保 

・大学による安全対策の推進等 

・高齢者等の特殊詐欺被害防止対策及

び交通安全指導の充実 

・上京交通安全フェスティバルの実施 

地域力推進室 

１ 上京区運営方針の総括表 
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重点方針 
平成３０年度重点取組 

取組名 取組目標 所属等 

住民が守る

安心・安全

のまち（続

き） 

12 

「みんなごとで進

めよう」空き家プロ

ジェクト・セカンド

ステージ 

・空き家対策専門家チームによる各分

野が連携した相談会等の空き家対策

活動 

・学区との協働により空き家対策を行

う体制作り 

・空き家及び町家についての都市計画

局との連携体制の構築 

・空き家の情報収集及び調査結果の分

析 

・空き家流通促進事業の推進 

地域力推進室 

13 
地域ぐるみ de民泊

対策 

・警察，消防，区役所，関係機関によ

る地域と連携したパトロールの実施 

・民泊の実態把握と地域協定の締結等

良好な関係づくりの促進 

地域力推進室 

14 

歴史都市京都にお

ける密集市街地対

策の推進 

・密集市街地や細街路の安全向上のた

めの防災まちづくりの取組推進 
都市計画局 

15 

京都御苑周辺道路

の歩行空間改善事

業 

・烏丸通の京都御苑側歩道への転落防

止柵の設置 
建設局 

と も に 喜

び，支え合

うまち 

  

16 

不良な生活環境を解

消するための支援な

どの推進 

・上京区対策会議の開催 

・関係機関と連携した清掃活動の実施 
地域力推進室 

17 

上京区ふくしをな

んでもしっとこ講

座～もっとしっと

こやっとこ～ 

・しっとこ講座（座学）の実施 

・やっとこ講座（福祉に関する実践的

な取組）の実施 

健康長寿推進課 

18 
京の食文化と健康

づくり 

・上京区内の食文化に関する匠（老舗）

等による講演会を開催 

・上京区内の老舗工場の見学会を開催 

・醤油，味噌，湯葉を使った料理を商

店街の飲食店とコラボで提供 

・醤油，味噌，豆腐，湯葉を使った料

理教室を開催 

地域力推進室 

健康長寿推進課 

19 
地域と協働した健康づ

くり 

・健康寿命を延ばす「お・も・て・な・し」

の取組を実施 

・ロコモ予防教室を体育振興会と協働して実

施 

・健康づくりサポーターと協働して体育振興

会等の事業で体操や健康情報を周知 

・運動やウォーキングが継続して取り組める

ように地域で実施している教室等の紹介

を行い，仲間づくりを支援 

地域力推進室 

健康長寿推進課 

20 
こころの健康づく

りの推進 
・「上京こころのふれあいネットワー

ク」活動の充実 
障害保健福祉課 
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重点方針 
平成３０年度重点取組 

取組名 取組目標 所属等 

と も に 喜

び，支え合

うまち（続

き） 

21 

楽しもう食育，はじ

めよう木育～はじ

めの一口を手づく

りスプーンで～ 

・離乳食用の木製スプーンの製作と，

平成 31年(上京区140周年)生まれの赤

ちゃんへの贈呈 

子どもはぐくみ室 

22 
上京の子どもまつ

り 
・上京の子どもまつりの開催 子どもはぐくみ室 

23 
上京えんじぇる“ぎゅ

うっと”ひろば 

・月１回程度事業を実施（文化的要素

を取り入れたプログラムの追加） 

・管内子育て支援機関との連携による

取組の継続 

地域力推進室 

子どもはぐくみ室 

障害保健福祉課 

24 

上京えんじぇる応

援団すくすくステ

ッカーで子育て支

援事業 

・応援ブック，おうえんマップの電子

化とｗｅｂ発信 

・すくすくステッカー協力者・協賛店

舗との連携 

子どもはぐくみ室 

25 

妊娠期からの切れ

目のない子育て支

援 

・母子健康手帳交付時の全数面接 

・初妊婦等への家庭訪問 

・こんにちは赤ちゃん訪問 

子どもはぐくみ室 

文化と伝統

を生かした

賑わいのまち 

26 

上京型観光の創出

～アプリを活用し

た魅力発信 

・上京区の観光情報アプリを作成，配

信 

・アプリを用いたまち歩きツアー 

・アプリ利用促進キャンペーン企画の

実施 

地域力推進室 

27 

コミュニティラジ

オを活用した情報

発信 

・ラジオを活用した情報発信 地域力推進室 

28 

上京のまち＆かみ

ぎゅうくんプロデ

ュース～上京区 140

周年に向けて～ 

・上京の文化等の継承・発展に資する

取組の推進 

・かみぎゅうくんによる上京の魅力発

信 

地域力推進室 

29 

上京区文化振興事

業～ウエルカム文

化庁～ 

・上京薪能の実施 

・上京茶会の実施 

・「みんなで花を咲かそう」活動 

・上京文化絵巻の実施 

・上京区文化振興会創設 60周年事業 

 の実施 

地域力推進室 

30 
上京区民ふれあい

事業 

・上京区民ふれあいまつりの実施 

・上京区民ふれあい文化だより「上京

―史蹟と文化」の発行 

・上京区民ふれあい文化大学の実施 

・上京区民ふれあい史蹟ウォーキング

の実施（明治 150 年ゆかりの地をめ

ぐる） 

・かみぎゅうくん活用事業の実施 

地域力推進室 

 31 

歴 史 的 景 観 を

保全・継承する京

の道づくり 

・周辺景観と調和した舗装等の実施 建設局 
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重点方針 
平成３０年度重点取組 

取組名 取組目標 所属等 

暮らしの中

で環境に向

き合うまち 

32 
鴨川の「天然鮎」と出

会う上京区友釣り大会

（再掲） 

・友釣り大会の開催  

・大会後の清掃などの環境保護活動  

・京の川の恵みを活かす会活動に協力 

地域力推進室 

33 
上京えんじぇる 

リユースひろば 

・上京えんじぇるリユースひろばの開

催 
子どもはぐくみ室 

34 

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 

・雑がみなどの資源物の分別を徹底し，

ごみ減量・リサイクルを推進 

・地域住民が主体となった環境活動の

支援 

環境政策局 

35 
「エコ学区」ステッ

プアップ事業 

・学区の主体的なエコ活動の充実と活

動参加者の拡大が図られるよう支援 
環境政策局 

 

 

 

上京区基本計画に掲げる基本方針（５つのテーマ）に基づき，区の個性を生かした魅

力あふれるまちづくりを推進するために，特に重点的に取り組むべき事項として以下の

とおり取組を進めていきます。 

取組の推進に当たっては，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』」を活用していま

す。平成３０年度は，これまでに引き続き地域課題の解決に向けた取組を行うとともに，

新たに，上京区が有する歴史・文化を再認識し，それらの継承・発展に資する事業等に

取り組み，上京区の再活性化を図ります。 

平成３０年度区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算額（新規１１事業，充実４事業） 

       19,365千円 

＊印は区民提案共汗型まちづくり支援事業以外の予算を活用 

 

 

 

 

１ 上京区民まちづくり活動支援事業（地域力推進室）  【予算額５，５７５千円】 

  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。（特定テー

マ：「上京区 140周年」及び「明治 150年」） 

  また，活動が活発に継続されることを目指し，支援対象団体同士の交流を深めると

ともに，まちづくり活動をパワーアップするための支援を行います。 
<前年度の取組成果> 
・24件の提案事業を支援対象として決定（申請件数 25件） ・活動報告ポスター展（１回） 

・活動報告ポスターセッションの実施（１回，51名） ・パワーアップ講座の開催（２回，30名） 

２ 上京区基本計画推進のための取組の概要 

重点方針１ 多様な住民が地域活動を担うまち 
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２ 上京区基本計画の推進（地域力推進室）         【予算額３２２千円】 

  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」

の実現に向けて，進ちょく管理を行うとともに，専門的な見地及び市民の立場から幅

広く意見交換を行うため，上京区基本計画推進会議及び上京区まちづくり円卓会議等

を開催します。また，まちづくり活動や自治会の活性化などの情報交換・共有，情報

発信，まちづくりの芽の発掘育成のため「上京！ＭＯＷ（上京区まちづくり円卓会議

拡大会議）」等を実施します。 
<前年度の取組成果> 

 ・上京区基本計画推進会議の開催（２回）   ・上京区まちづくり円卓会議の開催（３回） 

 ・上京区まちづくり円卓会議拡大会議の開催（２回，参加者延べ 237名） 

３ 上京ふれあいネット「カミング」運営事業（地域力推進室） 

【予算額（充実）７８４千円】 

  区民の方々と共に作成し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，区民の皆様と連携して地域の魅力の再発見につ

ながるような区内の情報を提供するとともに，取材等を通じてできたつながりを活用

し，地域コミュニティの活性化を目指します。また，区内でまちづくりのための「場

づくり」を展開している団体や参加者等の交流の場を創出します。 
<前年度の取組成果>  
・カミング取材（記事数 27件）      ・パワーアップ講座の開催（２回，30名）（再掲） 

・上京ふれあいネット「カミング」のフリーペーパーの発行（１回） 

４ ふれあい広場の整備（地域力推進室）   【予算額（政策枠）１，０００千円】 

  旧寺之内交番跡地において，木製ベンチや東屋など市内産木材をふんだんに使用し

たふれあい広場（ちびっこ広場）を整備し，多様な世代が集い，地域コミュニティの

核となる場として活用します。 

５ 鴨川の「天然鮎」と出会う上京区友釣り大会（地域力推進室） 

【予算額（新規）９４千円】 

  天然の鮎が遡上するまで上京区の鴨川付近の水質が改善されていることを広くＰ

Ｒするため，体育振興会等と共催し，賀茂大橋周辺で友釣り大会を実施します。 

６ 上京区体育振興事業（地域力推進室）      【予算額３，１０９千円】＊ 

  スポーツを通した地域住民の交流や健康寿命の延伸及び体力の向上を目指して，生

涯スポーツの普及・振興を図るため，各種のスポーツ大会等を開催します。 

また，幅広い年代が参加できるよう，ペタンク大会やグラウンドゴルフ大会等のニ

ュースポーツのほかにも，関係機関と連携し，健やかに暮らすことのできる地域づく

りに取り組みます。 
<前年度の取組成果> 
・各種スポーツ大会等の開催（９回） ・本市で開催される各種スポーツ大会への参加（６回） 

７ 上京区版「地域力アップ学区活動連携支援事業」（地域力推進室） 

【予算額（新規）２７６千円】 

  地域力アップを推進するため，モデル学区を選定し，大学等との連携により，「地

域の絆を活かすまちづくり」を目指し，自治会・町内会加入を促進するとともに，将

来の担い手の育成や先進的な自治活動に取り組み，コミュニティの活性化を図ります。 

 

 
 

 
重点方針２ 住民が守る安心・安全のまち 
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８ 上京 防災＋
プラス

（防災×文化・歴史）（地域力推進室） 

【予算額（充実）１８３千円】 
  レジリエント・シティの実現に向け，学区や町内単位での出前講座を実施するほか，

文化や歴史の視点を取り入れた防災（火災予防の暮らしの知恵など）に関する講演会

を実施し，自助力の更なる向上を図ります。 

<前年度の取組成果> 
・防災出前講座（９回）           ・防災出前授業（１回） 

９ 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（地域力推進室） 

【予算額（充実）７，５１１千円】＊ 

  区民生活の一層の安心安全の実現とともに，2020 年の東京オリンピック・パラリ

ンピック等の開催を見据えた観光旅行者等の安心安全の向上を目指すため，地域との

協働の下，各種団体が相互に連携し，市民ぐるみ推進運動に取り組みます。 

<前年度の取組成果> 
・上京区推進協議会会議の開催（１回，参加者 50名）  

・上京安心安全絆工房の開催（１回，参加者 90名） 

・上京区推進協議会絆で織りなす安心安全事業補助金（３件） 

・上京の｢思いやり｣で広げる区民まち美化総行動の実施（１回，参加者 709名） 

・防犯カメラ設置促進（16台）        ・年の瀬啓発パレード（１回，参加者 300名） 

10 上京区くらしの安心安全学区活動支援事業（地域力推進室）【予算額２５０千円】 

  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，自主的な活動に

対して活動費用の一部を助成することにより支援を行います。 
<前年度の取組成果> 
・学区の自発的，自主的な活動への助成（４学区） 

11 安心・安全上京区地域力連携活動（地域力推進室）＊ 

  上京警察署と相互に連絡・協働し，地域住民や学生等の自転車マナーの向上及び防 

 犯意識の高揚等に努めることで「安心して安全に暮らせる上京区」の実現を図ります。 

<前年度の取組成果> 
・上京区役所，上京警察署及び上京消防署の行政連絡会議（１回）    

・周辺地域との懇談会の開催（１回）  ・上京交通安全フェスティバル（１回，参加者 650名） 

12 「みんなごとで進めよう」空き家プロジェクト・セカンドステージ 

               （地域力推進室）【予算額（充実）６５７千円】 

  区内の空き家調査を継続するほか，これまでの調査結果を踏まえ，地域と協働して

空き家の活用を進めるとともに，空き家対策に関する専門家チームによる各種支援や，

空き家化の予防に関する講座の開催等を行います。 
 <前年度の取組成果> 
 ・空き家調査の実施（２学区）(参考：累計 15学区実施済み(都市計画局実施事業を含む。)) 

 ・相談会の実施（２回）(※１回につき２日実施) ・空き家化予防講座の開催（１回） 

13 地域ぐるみｄｅ民泊対策（地域力推進室）    【予算額（新規）１１２千円】 

  民泊に関する法令整備を踏まえ，民泊の実態把握と地域と民泊事業者との協定締結

の促進や上京警察署，上京消防署等関係機関と連携したパトロールの強化等を図りま

す。 

14 歴史都市京都における密集市街地対策の推進（都市計画局） 

【予算額（全市分）６６，３９０千円】＊ 

  歴史都市京都の特性を生かしつつ，市民が安心・安全に住み続けられる災害に強い

まちづくりを目指して，地域と行政が一体となり，細街路やその周辺の状況を確認し，
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防災上の課題点を整理するとともに，地域全体の安全向上を図るための解決策につい

て検討・実施する「防災まちづくり」の取組を推進します。 
<前年度の取組成果> 

 ・防災まちづくりの取組実施学区数：６学区 

15 京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業（建設局） 【予算額１８，０００千円】＊ 

  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。 
<前年度の取組成果> 
・烏丸通（烏丸今出川交差点から乾御門まで）の転落防止柵の設置完了 

 

 

 

 

16 不良な生活環境を解消するための支援などの推進（地域力推進室） 

【予算額４３千円】＊ 

ごみの溜めこみや動物の多頭飼育などで，近隣を含む生活環境に悪影響を与えてい

る地域課題の解消に努め，安心・安全で快適な生活環境の確保を推進します。 

また，起因者に寄り添った支援を行うために，「地域あんしん支援員」をはじめ，

地域住民，関係機関と連携した取組を実施します。 
<前年度の取組成果> 
・上京区対策会議の開催（２回）       ・個々の事象に応じたケース会議（６回） 

・関係機関と連携した清掃活動の実施（６回） 

17 上京区ふくしをなんでもしっとこ講座～もっとしっとこやっとこ～ 

（健康長寿推進課）【予算額７８４千円】 

  福祉に関する身近な話題を取り上げ，関心を持っていただく方を増やし，地域での

支援体制の充実につなげます。 

<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（２回，参加者 430名） 

 ・ふくしをなんでもやっとこ講座の開催（１回（３日間），参加者 54名） 

18 京の食文化と健康づくり（地域力推進室，健康長寿推進課）   

【予算額（新規）２２５千円】 

  普段の生活からの健康づくりを推進するため，和食を中心とした食文化に関する講

座や料理教室を実施するとともに，商店街と連携した食材活用等のＰＲを実施します。 

19 地域と協働した健康づくり（地域力推進室，健康長寿推進課） 

  【予算額（新規）２３９千円】 

  ロコモ予防教室，「健活ストレッチ小唄」の普及など，体育振興会や健康づくりサ

ポーター等と連携して健康づくりを推進します。 

20 こころの健康づくりの推進（障害保健福祉課）＊ 

  区民のこころの健康づくり・精神に障害のある方とない方が共生できるまちづくり

を進めるため，医療機関・福祉等の関係機関や団体と協働したネットワーク活動を推

進します。 

<前年度の取組成果> 
 ・「上京こころのふれあいネットワーク」：勉強会（２回，参加者 67名） 

21 楽しもう食育，はじめよう木育～はじめの一口を手づくりスプーンで～ 

重点方針３ ともに喜び，支え合うまち 
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（子どもはぐくみ室）【予算額（政策枠）７００千円】 

  市内産木材の間伐材を利用した離乳食用スプーンを製作し，上京区１４０周年を迎

える平成３１年に生まれる赤ちゃんに贈呈することで，幼少期からの食育・木育を推

進します。 

22 上京の子どもまつり（子どもはぐくみ室）      【予算額１，４５５千円】 

  子どもたちの健全育成や子育て支援ネットワークづくりを目的として，民生児童委

員，主任児童委員を中心に上京区内の子育て支援関係団体が連携し，地域の伝統文化

や区民の皆様の文化活動の紹介を通じて，子ども同士のふれあいや体験，学習，遊び

の場を提供します。 
<前年度の取組成果> 
・上京の子どもまつりの開催（１回，参加者約 6,000名） 

23 上京えんじぇる“ぎゅうっと”ひろば 

（地域力推進室，子どもはぐくみ室，障害保健福祉課）【予算額５２６千円】 

  区総合庁舎を活用し，管内の子育て支援機関が運営主体となり，上京の文化を取り

入れた親子の居場所づくり，親同士のふれあいの場を提供します。 

<前年度の取組成果> 

・子育て支援事業の開催（10回，参加者 622人） 

・｢つどいっこ｣の開催（12回，参加者 186人） 

24 上京えんじぇる応援団すくすくステッカーで子育て支援事業（子どもはぐくみ室） 

【予算額１２２千円】 

  地域や商店街の方々とともに，地域全体で子育て支援の風土づくりを行います。 

 (1)「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 

   孤独な子育て家庭をなくす取組の推進のため，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ます。 

 <前年度の取組成果> 

・主任児童委員によるお祝い訪問（128件）  

・支援者に対する研修会の開催（１回，参加者 29人） 
・子育て支援講座の開催（２回，参加者 親子 81組） 

 (2)「すくすくステッカーで子育て支援」事業の実施 

「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ます。 
 <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（123件） 

25 妊娠期からの切れ目のない子育て支援（子どもはぐくみ室）＊ 

  妊婦・家族への面接相談や初妊婦等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，乳幼児健康診査の機会において，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。 

<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（517人） 

・初妊婦等への家庭訪問（延べ 189人）       ・こんにちは赤ちゃん訪問（延べ 506人） 

・プレママ・パパ教室参加者（106人）  
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26 上京型観光の創出～アプリを活用した魅力発信（地域力推進室） 

【予算額（政策枠）１，４００千円】 

  上京区内で培われてきた文化や町並み等の魅力を，地域の方や観光客に知っていた

だけるよう地域のスポット（駒札等の観光案内板，応仁の乱東陣プロジェクトのまち

歩きコースなど）やおススメ情報を集約したアプリを作成・配信します。 

27 コミュニティラジオを活用した情報発信（地域力推進室） 

【予算額（新規）２００千円】 

  区内で活躍されている人にスポットをあてて紹介するなど，効果的なコミュニティ

ラジオの活用を図ります。 

28 上京のまち＆かみぎゅうくんプロデュース～上京区 140 周年に向けて～ 

（域力推進室）【予算額（新規）３２８千円】 

  上京区 140周年の節目の年に当たり，上京区のまちや上京区マスコットキャラクタ

ーのかみぎゅうくんの魅力向上を図ります。 

29 上京区文化振興事業～ウエルカム文化庁～（地域力推進室） 

【予算額（充実）１，２９４千円】 

  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とともに，創設 60 周年や文化庁移

転を記念し，上京茶会，上京薪能をはじめとした事業を実施します。 
<前年度の取組成果> 

 ・上京茶会の開催（２回，参加者 822名）   ・上京薪能の開催（１回，参加者 501名） 

 ・上京文化絵巻の開催（１回，参加者 123名） ・「みんなで花を咲かそう」活動の推進 

30 上京区民ふれあい事業（地域力推進室）       【予算額２，７８３千円】 

  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

な事業を実施します。 
<前年度の取組成果> 

 ・上京区民ふれあいまつりの開催（１回，参加者 3,000名） 

 ・上京区民ふれあい文化大学の開催（１回，参加者 61名） 

 ・上京区民ふれあい史蹟ウォーキングの開催（１回，参加者 152名） 

 ・「上京―史蹟と文化」の発行（２回） 

 ・「上京区マスコットキャラクター かみぎゅうくん」の活用 

31 歴史的景観を保全・継承する京の道づくり（建設局） 

【予算額（政策枠）６５，０００千円】＊ 

  「歴史的景観の保全に関する景観政策の充実」の実施を契機に，訪れる人を魅了す

るだけでなく，地域の価値を高めるため，北野天満宮に近接する御前通において，景

観と調和した舗装等を実施します。 
 

 

 
32 鴨川の「天然鮎」と出会う上京区友釣り大会（地域力推進室）（新規）（再掲） 

  ※ ５ページを参考 

重点方針４ 文化と伝統を生かした賑わいのまち 

重点方針５ 暮らしの中で環境に向き合うまち 
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33 上京えんじぇる リユースひろば（子どもはぐくみ室）【予算額（新規）５６千円】 

  地域やエコまちステーションと連携し，乳幼児の衣類，絵本等のリユースの場を提

供し，環境にやさしい暮らしを考えるとともに，親子で集う場を創設します。 

34 エコまちステーションを拠点とした環境の取組の充実（環境政策局）＊ 

  エコまちステーションが中心となって「ごみの減量・分別」の啓発を行うとともに，

積極的に資源物を回収するなど，環境を守る取組を進めます。また，区民の皆様との

連携を一層強化することにより，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を実践するまちを目指します。  
<前年度の取組成果> 

・ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」の周知・啓発 

・コミュニティ回収の拡大          ・地域ごみ減量推進会議の活動支援 

35 「エコ学区」ステップアップ事業（環境政策局）＊ 

 地域ぐるみの環境にやさしいライフスタイルへの転換と家庭部門での温室効果ガ

ス排出量削減を目指し，学区の主体的なエコ活動の充実と活動参加者の拡大を目的

として，学習会の開催や省エネ診断の実施等，学区の状況に応じた多彩なプログラ

ムにより支援します。 
<前年度の取組成果> 

・学習会等実施学区数：５学区 

 

 

 

 

地域の大学と連携し，活力あるまちづくりを推進するため，大学の講義，研究，イン

ターンシップ等へ協力するとともに，上京区まちづくり円卓会議，上京区民ふれあいま

つり等の地域の会議・催事への学生の参加機会を創出し，大学と地域との相互交流を促

進する取組を積極的に進めていきます。 

 

 

 

 

１ コンプライアンス意識の徹底 

  各所属において服務及び業務状況の管理を徹底し，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。 

２ 職員プロジェクトチームによる市民応対の更なる向上 

  庁内横断的なプロジェクトチーム「上京区役所プロジェクトチーム」を設置し，よ

り良い区役所を目指して，職員が所属の枠を越えて，一丸となって考え，取り組み

ます。また，職員の「伝える力」の向上や「働き方改革」にも努めます。 

３ 全庁“きょうかん”実践運動の推進 

 「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，区民の皆様

に信頼される区役所づくりを進めます。 

 
 

４ 信頼される区役所づくりのための取組の概要 

３ 地域の大学との連携 


