
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中京区役所 



 

中京区長中京区長中京区長中京区長からのメッセージ からのメッセージ からのメッセージ からのメッセージ 
 

中京区は，先人から引き継いだ高い自治意識に支えられ，政治，経済，文化など，あら

ゆる面で京都の中心として発展してきました。しかし近年は，地域交流の促進，文化とに

ぎわいの創出，まちなか交通の快適化など，多くの分野で課題を抱えています。 

中京区では，こうした課題を踏まえ，目指すべき１０年後のまちの姿を示す，「中京区基

本計画（第２期）」を平成２３年１月に策定しました。昨年度は，この基本計画に掲げる中

京区の目指すべき将来像の実現に向け，地域課題の解決や地域のまちづくりに取り組む区

民の皆様の活動を区役所がしっかりと支えていくための予算として，区民提案・共汗型ま

ちづくり支援事業予算が創設され，基本計画実現に向けた各種プロジェクトを推進してき

たところであり，今年度は予算や取組の更なる充実を図っているところです。 

この「中京区運営方針」は，基本計画実現のための取組の推進をはじめ，区民の皆様に

信頼され親しまれる区役所づくりのために，区役所がこの 1 年間重点的に取り組んでいく

施策をとりまとめたものです。しかし，これらは区役所の力だけで実施できるものではあ

りません。区民の皆様との揺るぎない信頼関係の下，協働の取組として実施して参りたい

と考えております。そのために，区役所としても職員一丸となって取り組んで参りますの

で，区民の皆様の一層の御支援と御協力をお願い致します。  

 

平成２５年４月 中京区長 池田 健 
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中京区運営方針中京区運営方針中京区運営方針中京区運営方針について について について について 

 
 

中京区では，２１世紀の京都のまちづくりの構想である「京都市基本構想」に基づき，

区の個性を生かした魅力ある地域づくりの指針となる計画として，区民の皆様の英知を

結集した「中京区基本計画（第２期）」を平成２３年１月に策定しました。 

 

この中京区基本計画をはじめ，相互補完の関係にある「はばたけ未来へ！ 京プラン

（京都市基本計画）」の推進を図るために，直近の地域事情や新たな課題等も踏まえなが

ら，当該年度における区役所の重点方針や重点取組等をお示しするものが『中京区運営

方針』です。 

 

中京区役所では，毎年区運営方針を策定し，区民の皆様との情報共有や説明責任を果

たし，また，区のマネジメント機能のより一層の強化を図っています。 

 

 平成２５年度は，以下の区行政運営の理念の下，地域力を生かした協働型のまちづく

りや地域防災力の向上など，京都市の重点政策を踏まえ，２つの重点方針を掲げて，そ

の実現に向けて多様な取組を展開してまいります。 

 

 

 
 

 
   ◆   ◆   ◆   ◆人人人人・まち・・まち・・まち・・まち・文化文化文化文化がががが響響響響きあうきあうきあうきあう， ， ， ， 

     ふれあいとにぎわいの     ふれあいとにぎわいの     ふれあいとにぎわいの     ふれあいとにぎわいの中京中京中京中京のまちづくり のまちづくり のまちづくり のまちづくり 

･･･中京区で暮らし，学び，働く全ての人々と協働し， 

    人々のふれあいに満ちた，にぎわいのある中京の 

    まちを創ります 
    

                ◆◆◆◆区民区民区民区民のののの思思思思いにいにいにいに応応応応えるえるえるえる区役所 区役所 区役所 区役所 

   ･･･区民に寄り添い,区民のニーズを速やかに，的確に 

    受け止めて区行政に反映します 

 

区行政運営区行政運営区行政運営区行政運営のののの理念 理念 理念 理念 

平 成 ２ ５ 年 度 の 重 点 方 針  

    

    

    

区民の皆様にとって最も身近な行政機関

として，信頼され，親しまれる区役所づ

くりを推進します。 

信頼信頼信頼信頼されされされされ親親親親しまれる しまれる しまれる しまれる 
区役所区役所区役所区役所づくり づくり づくり づくり 

    

    

    

中京区基本計画は，中京区の個性を生か

した１０年間のまちづくりの指針です。

この中京区基本計画に掲げる将来像を実

現するための取組を推進します。 

中京区基本計画実現中京区基本計画実現中京区基本計画実現中京区基本計画実現の の の の 
ためのためのためのための取組取組取組取組のののの推進 推進 推進 推進 
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  中京区基本計画  中京区基本計画  中京区基本計画  中京区基本計画（（（（第第第第２２２２期期期期））））のののの概要概要概要概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 地域コミュニティの活性化 
 高齢者・障がいのある人の支

援と参加促進 
 教育・子育ての支援 

課題１ 

地域交流地域交流地域交流地域交流のののの促進 促進 促進 促進 
 地域文化の継承と創造 

 にぎわいの創出 

 緑化とまちの美化 

課題２ 

文化文化文化文化とにぎわいのとにぎわいのとにぎわいのとにぎわいの創出創出創出創出    
 安全に歩けるまちなかの実現 
 公共交通体系の改善 
 おもてなしの心を伝える観光

情報の提供 

課題３ 

まちなかまちなかまちなかまちなか交通交通交通交通のののの快適化快適化快適化快適化    

    
まちづくりの目標 

目指すべき将来像 

●居住歴や世代の違い，地域への愛

着と関心の度合いの差異などを

乗り越えて，コミュニティの活性

化・再生を進める。 

●商業・ビジネスの中心地である中

京を訪れるたくさんの人々も，今

後のまちづくりに積極的に関わ

ることのできる機会の創出を図

る。 

●古くからのまちの姿を守るとと

もに，日々の暮らしが形作るまち

並みや通り名，門掃き・打ち水な

ど失われつつある「暮らしの作

法」を再認識する取組を進める。 

●区民の思いを大切にしながら，中

京の地域個性の再認識と，新たな

価値の創造に向けて，区民・事業

者・ＮＰＯ等の協働を進める。 

●車中心のライフスタイルからの

転換を図り，住民も来訪者も安

心・安全に往来できる，区民の

日々の暮らしや生業
なりわい

の空間とし

ての魅力ある「通り」の復権を目

指す。 

●全市的な公共交通の利便性向上

や自動車の総量抑制策，自転車を

楽しむことができる環境の整備

などを通じ，「歩いて楽しいまち」

づくりを進める。 

将来像③ 

通通通通りのりのりのりの復権 復権 復権 復権 

将来像① 

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 
活性化活性化活性化活性化とととと再生 再生 再生 再生 

将来像② 

地域個性地域個性地域個性地域個性のののの継承継承継承継承とととと創造創造創造創造    

人 

文
化 

ま
ち 

まちづくり戦略 

コミュニティの活性化と再生に向けて 地域個性の継承と創造に向けて 

 

通りの復権に向けて 

 

  戦略１ 
柔軟で開かれた 
地域組織づくり 

 
戦略２ 
子どもから高齢者まで 
多様な人材が活躍 
できる活動づくり 

 
戦略３ 

今日に引き継がれる 
歴史文化の再発見と継承 

 
戦略４ 
まちごと・通りごとの 
個性ある文化醸成 

 
戦略５ 
商い・ものづくり・学問 

の集積が生み出す 
にぎわいづくり 

 
戦略６ 

人と自転車が 
共存できる 
環境の整備 

 
戦略７ 

公共交通の 
利用促進と 

交通体系の改善 

    
 

平成２５年度計画推進の仕組み 

響きあう 人・まち・文化 中京区 響きあう 人・まち・文化 中京区 響きあう 人・まち・文化 中京区 響きあう 人・まち・文化 中京区 
～わたしが創る ふれあいとにぎわいのまち～ ～わたしが創る ふれあいとにぎわいのまち～ ～わたしが創る ふれあいとにぎわいのまち～ ～わたしが創る ふれあいとにぎわいのまち～ 

まちづくりの重点課題 

 

中京まちづくり会議 計画推進委員会 企画運営会議 
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平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの重点方針重点方針重点方針重点方針とととと取組 取組 取組 取組 

 
 

◆ ◆ ◆ ◆ 中京区中京区中京区中京区のののの重点項目 重点項目 重点項目 重点項目 ◆ ◆ ◆ ◆ 
 

中京区民中京区民中京区民中京区民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（地域力推進室） 

中京区基本計画（第２期）に掲げる中京区の目指すべき将来像の実現を目的として，区民主体

のまちづくり事業に補助金を交付し，取組を支援します。平成２５年度からは，より区民のニー

ズに対応した新たな募集枠を設け，制度を充実させます。（区民提案・共汗型まちづくり支援事

業予算３，９２０千円） 

取 組 目 標 ・「中京区民まちづくり支援事業」の実施による，地域住民の自主的なまちづくり活動の

支援 

 

区民区民区民区民とのとのとのとの共汗共汗共汗共汗によるによるによるによる区基本計画区基本計画区基本計画区基本計画のののの推進推進推進推進（地域力推進室） 

中京区のまちづくりに関わる人々の情報交換，活動交流の場である「中京マチビト Cafe」の

開催等を通じて，区基本計画を推進するプロジェクトの芽を発掘するほか，まちづくりに関わる

人々やその取組を親しみやすい形で発信する広報紙「マチビト来たる。」を学生，区民が主体と

なって発行する取組等により，区基本計画を総合的に推進します。（区民提案・共汗型まちづく

り支援事業予算１，７０５千円） 

取 組 目 標 ・中京区基本計画推進委員会及び同企画運営会議の運営 

・中京マチビト Cafe の開催 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行 

 

中京区歩中京区歩中京区歩中京区歩いていていていて楽楽楽楽しいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり共汗支援制度共汗支援制度共汗支援制度共汗支援制度（地域力推進室） 

平成２３年度から開催している「交通問題プロジェクトミーティング」の中で引き続き交通問

題対策について議論し，提案されたソフト施策の実施をサポートするなど，区民主体の事業を支

援します。また，取組の検証を行いつつ，区内他地域への面的広がりを目指したシステムの検討

に着手します。（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算４，０００千円） 

取 組 目 標 ・交通問題対策のために，「交通問題プロジェクトミーティング」内で提案された具体的

ソフト施策の実現に向けて，地域や物流業者等と連携して取組を推進 

 

京都京都京都京都みつばちガーデンみつばちガーデンみつばちガーデンみつばちガーデン推進推進推進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（地域力推進室） 

市民団体，京都学園大学，区役所の協働により，中京区役所屋上庭園でニホンミツバチを飼育

し，啓発イベントや市民講座の開催により，自然の豊かさを教えてくれるみつばちとの「共生」

という考え方から緑被率の低い都心での緑化を呼びかけます。また，巣箱の設置を事業所等に拡

大することにより，プロジェクトの取組について発信力の強化を図ります。（区民提案・共汗型

まちづくり支援事業予算１，２００千円） 

取 組 目 標 ・中京区役所屋上庭園を活用したイベントの実施 

・養蜂や緑化に関する市民講座の開催 

・プロジェクト発信拠点（サテライト）の設置 

 

地域地域地域地域によるによるによるによる避難所避難所避難所避難所づくりづくりづくりづくり強化強化強化強化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（地域力推進室） 

災害発生直後の行政と区民の役割を明確にするとともに，地域生活の拠点となる「避難所」に

おける，区民の役割について，理解を得られるよう取り組みます。また，区民が自主的に避難所

を運営できるためのノウハウを身につけられるように支援を行います。（区民提案・共汗型まち

づくり支援事業予算９５０千円） 

取 組 目 標 ・避難所運営マニュアルの作成（継続） 

・避難所開設用資材の整備 

・避難所マニュアルの検証訓練 

戦略６・７ 

重重重重

点点点点

２２２２    

戦略１～７ 

戦略１～７ 

重重重重

点点点点

４４４４    

戦略１・２・４・５ 

重重重重

点点点点

５５５５    

戦略２ 

重重重重

点点点点

１１１１    

重重重重

点点点点

３３３３    
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京都市総合防災訓練京都市総合防災訓練京都市総合防災訓練京都市総合防災訓練のののの実施実施実施実施（地域力推進室） 

平成 25 年度の中京区総合防災訓練は，防災危機管理室と連携し，全市的な訓練である京都市

総合防災訓練として実施します。御池通り周辺を訓練域に，京都府警等の関係機関の協力も得な

がら，実際に災害が起きた場合には具体的にどのような救援・救助活動等が行われるのかを区民

の方々にも体感していただけるような，リアルな訓練を実施します（避難所運営，路上救急救助，

高層階救出，市街地放水等）。 

取 組 目 標 ・京都市総合防災訓練の実施（8 月 31 日） 

（丸太町通～河原町通～三条通～烏丸通で囲まれた地域が主要な訓練域となる予定） 

 

市税市税市税市税，，，，保険料保険料保険料保険料のののの公平公平公平公平・・・・公正公正公正公正なななな賦課賦課賦課賦課，，，，徴収徴収徴収徴収のののの取組取組取組取組のののの推進 推進 推進 推進 
（市民税課・固定資産税課・納税課・福祉介護課・保険年金課） 

地方自治体の自主財源としての欠かすことの出来ない税財源等を安定的に確保するため，公

平・公正な賦課，徴収率向上の取組を推進します。 

取 組 目 標 ・住宅用地や非課税道路の現況調査，家屋の用途等の実態調査の実施 

・市民税未申告者に対する申告指導の実施 

・きめ細かな納付相談，納付指導の実施 

・悪質な滞納者への徹底した財産調査と滞納処分の実施 

・市民へ親切・丁寧な説明を行う基礎となる，研修等への積極的な参加 

 

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける災害時災害時災害時災害時のののの要援護者要援護者要援護者要援護者のののの安心安心安心安心・・・・安全体制安全体制安全体制安全体制づくりづくりづくりづくり（支援保護課） 

区内の関係団体等との協働により，災害時に支援が必要な高齢者や障害のある方々についての

情報を共有し，地域における日頃の見守り活動の充実と災害時の支援体制づくりを目指します。

また，災害時に要援護者等が地域で安心して避難できるよう避難所についての理解を広めます。 

取 組 目 標 ・地域における見守り活動促進事業の推進 

・福祉避難所についての周知 

 

個性個性個性個性あるあるあるある健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業「「「「なかなかええとこ☆なかなかええとこ☆なかなかええとこ☆なかなかええとこ☆子育子育子育子育てなかまてなかまてなかまてなかま」 」 」 」 
（健康づくり推進課） 

妊娠期から乳幼児期を対象に，母子保健事業を通じて，区内の母子を全体的に把握し，地域・

関係機関に「つなぐ」役割を果たすことで，地域での見守り・子育て支援の充実を図り，育児の

孤立化を防ぎ，区民が安心して子育てができる地域づくりを目指します。（個性ある健康づくり

事業予算２５０千円） 

取 組 目 標 ・子育て交流会「なかなかええとこ☆子育てなかま」の開催 

（保健センター・福祉事務所・主任児童委員・保育所・児童館など協働で開催予定） 

 

◆ ◆ ◆ ◆ 中京区基本計画実現中京区基本計画実現中京区基本計画実現中京区基本計画実現のためののためののためののための取組取組取組取組のののの推進 推進 推進 推進 
 

身近身近身近身近なななな地域情報地域情報地域情報地域情報のののの発信発信発信発信（地域力推進室） 

市民しんぶん中京区版やホームページ等を活用した地域情報，区基本計画の取組に関する情報

の発信を継続，充実し，新しく区民となられた皆さんにも地域の歴史や活動をお伝えして，コミ

ュニティの活性化と再生につなげます。 

取 組 目 標 ・市民しんぶん中京区版やホームページによる積極的な情報発信 

 

区民区民区民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（地域力推進室） 

区民の心のふれあいと連帯感を高めるとともに，区民が誇りの持てる個性豊かな中京区の実現

のため，「中京区民ふれあい事業実行委員会」の皆様とともに，多彩なイベントを開催します。

（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算４，２００千円） 

取 組 目 標 ・「区民ふれあいまつり」等のふれあい事業の開催 
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学区学区学区学区のののの安心安全安心安全安心安全安心安全ネットネットネットネット継続応援事業継続応援事業継続応援事業継続応援事業によるによるによるによる支援支援支援支援（地域力推進室）    

地域の様々な安心安全の課題に幅広く対応するために各学区で形成された「安心安全ネットワ

ーク」の取組を定着・発展させることを目指して，各学区における防犯，防災，子供たちの安全

対策等の自主的な取組に対する支援を行います。（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算５

７５千円） 

取 組 目 標 ・制度の周知と利用の促進に努めます。 

 

中京区中京区中京区中京区まちなかまちなかまちなかまちなか緑化推進緑化推進緑化推進緑化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（地域力推進室）    

緑あふれるまちなかを目指し，区民の皆様による緑化の取組を推進するため。ご近所や町内会

などコミュニティ単位で緑のカーテンの育成などに取り組む区民の方々に対し，育て方の説明会

を行うなどの支援を行います。（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算２００千円） 

取 組 目 標 ・ご近所や町内会等のグループにゴーヤ等の苗を配布 

・植物の育て方を教える講座等の実施 

 

中京区地域福祉推進委員会活動中京区地域福祉推進委員会活動中京区地域福祉推進委員会活動中京区地域福祉推進委員会活動のののの充実充実充実充実（支援保護課） 

中京区における福祉関係者及び福祉関係団体代表者で構成する「中京区地域福祉推進委員会」

を継続的に開催し，地域福祉が充実した安心のまちづくりを進めます。 

取 組 目 標 ・継続的な委員会の開催 

・福祉総合マップの更新 

・地域福祉に関するシンポジウムの開催 

 

中京区地域包括支援中京区地域包括支援中京区地域包括支援中京区地域包括支援センターセンターセンターセンター運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会のののの充実充実充実充実（支援保護課）    

中京区地域包括支援センター運営協議会とその関係会議を充実させることで，中京区内の高齢

者福祉，特に認知症に対する支援の充実を目指し取組を進めます。 

取 組 目 標 ・中京区地域包括支援センター運営協議会を開催（３回） 

・地域包括支援センター運営会議，専門職会議及びリーダー会議を開催（各会議月１回） 

・「認知症連携の会」との多角的な連携を強化し，認知症への対応力を高める。 

・各地域包括支援センターにおいて，一人暮らし高齢者全戸訪問事業，見守り活動促進

事業の取組を通じ，地域団体との連携を強化し，地域の対応力の向上を図る。 

 

区内区内区内区内のののの子育子育子育子育てててて関係機関関係機関関係機関関係機関によるネットワークのによるネットワークのによるネットワークのによるネットワークの構築構築構築構築（支援保護課）    

各種会議の運営を通じて，小，中学校等の教育機関との連携を充実させるとともに，以前から

進めている児童福祉関係機関との情報交換，連携した取組をさらに進めることで，要保護児童等

をめぐる支援の輪を広げていきます。さらに，「子育て支援ネットワーク会議」を充実し，地域に

密着した子育て支援の取組の強化発展をめざします。 

取 組 目 標 ・「中京区子育て支援連絡会議」の開催（１回） 

・「子育て支援ネットワーク会議」の毎月開催 

・「子育て支援ネットワーク会議」参画機関の拡充 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の代表者会議(１回)，実務者会議(４回)の開催 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の機動性を重視した部会の開催 

 

京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会のののの充実充実充実充実（支援保護課）    

京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の運営を通して，区内における障害者福祉関係機関

のネットワークの充実を図ります。 

取 組 目 標 ・全体会議（年１回）及び運営会議（毎月 1 回）に参画 

・児童支援の早期対応，連携を目指す児童専門部会に積極的に参画 

・協議会運営に参画し，関係機関との連携を強化 
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地域住民地域住民地域住民地域住民，，，，団体等団体等団体等団体等とのとのとのとの連携等連携等連携等連携等によるによるによるによる健康健康健康健康のののの保持及保持及保持及保持及びびびび増進増進増進増進（健康づくり推進課） 

「区民が互いに支えあう健康づくり」の構築を目指し，地域で食育や運動等の健康づくりのた

めの活動を行えるボランティアの育成・レベルアップを図ります。また，健康管理の機会が少な

い子育て世代の健康づくりに取り組みます。 

取 組 目 標 ・健康づくりサポーター勉強会の開催（月１～２回） 

・サポーターによる地元学区での健康教室開催への支援 

・食育指導員の活動サポート（食育指導員連絡会を年２回開催，食育セミナーでの活動） 

 

中京精神保健中京精神保健中京精神保健中京精神保健ネットワークネットワークネットワークネットワーク「「「「こころ・こころ・こころ・こころ・愛愛愛愛・ふれあいネットワーク・ふれあいネットワーク・ふれあいネットワーク・ふれあいネットワーク」」」」のののの推進 推進 推進 推進 
（健康づくり推進課） 

こころの病気や障害を持っている人が地域の中で安心して自立した生活を送ることができる

よう，ひろめる・ささえる・つたえるの 3 本柱で市民参加型のネットワーク活動を推進します。 

取 組 目 標 ・区民ふれあいまつり等での精神保健福祉に関する普及・啓発 

・精神に障害のある市民の会（ふれあい会）の参加者の増加 

・こころの健康教室の開催 

 

環境拠点環境拠点環境拠点環境拠点「「「「エコまちステーションエコまちステーションエコまちステーションエコまちステーション」」」」でのでのでのでの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（環境政策局） 

地域における総合的な環境行政の窓口である「エコまちステーション」で，ごみ減量等につい

ての相談受付や，ボランティア清掃活動支援，使用済天ぷら油コミュニティ回収事業の助成制度

等の取組を推進します。 

取 組 目 標 ・地域行事を通じたごみ減量の取組支援 

・環境学習の実施による，未来を担う子どもたちへの啓発活動 

 

◆ ◆ ◆ ◆ 信頼信頼信頼信頼されされされされ親親親親しまれるしまれるしまれるしまれる区役所区役所区役所区役所づくり づくり づくり づくり 
 

「「「「区民区民区民区民のののの声声声声！ ！ ！ ！ 笑顔笑顔笑顔笑顔とととと心心心心で さわやかキャッチで さわやかキャッチで さわやかキャッチで さわやかキャッチ」」」」のののの実践実践実践実践とサービスのとサービスのとサービスのとサービスの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた

取組取組取組取組（全課・地域力推進室） 

職員から募集し，職員が選定したキャッチフレーズを，職務執行や窓口応対で実践し，「信頼

され親しまれる区役所」を目指します。また，市民サービスの向上に向け，来庁されるお客様の

立場に立った取組を推進していきます。 

取 組 目 標 ・職務執行や窓口応対における更なる市民サービスの向上 

 

法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守のののの徹底徹底徹底徹底（全課・地域力推進室） 

区民の皆様に信頼される区役所を目指し，個人情報の厳正な取扱いをはじめ，職務執行に当た

って法令遵守の徹底を図ります。 

取 組 目 標 ・研修等を通じた法令遵守の徹底 

 

区役所運営機能区役所運営機能区役所運営機能区役所運営機能のののの強化強化強化強化（全課・地域力推進室） 

区内の課題解決に向け，中京区役所経営会議，中京区行政推進会議等を活用し，区役内外の連

携を強化します。 

取 組 目 標 ・会議等の定期的な開催による連携の強化 

 

「「「「中京区役所危機管理計画中京区役所危機管理計画中京区役所危機管理計画中京区役所危機管理計画」」」」運営体制運営体制運営体制運営体制のののの強化強化強化強化（地域力推進室） 

区役所庁舎において，火災等の危機事案が発生した際に被害を防止・軽減するために策定した

「中京区役所危機管理計画」等に基づき，具体的な事案を想定した研修及び運用訓練を実施し，

職員の危機事案に対する対応能力の向上を図ります。 

取 組 目 標 ・研修及び運用訓練を実施 
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中京区災害対策本部機能中京区災害対策本部機能中京区災害対策本部機能中京区災害対策本部機能のののの充実充実充実充実（地域力推進室） 

区防災体制の強化を図るとともに，大規模災害時に設置する中京区災害対策本部が円滑に機能

するよう，区職員向けの初動対応等についての研修，運用訓練の実施や中京区防災会議の開催に

よる関係機関との連携強化に取り組みます。 

取 組 目 標 ・中京区災害対策本部運用訓練の実施 

・中京区防災会議の開催 

・区職員向け初動対応等研修の実施 

 

正確正確正確正確かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速なななな事務事務事務事務のののの執行執行執行執行とととと待待待待ちちちち時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮のののの取組取組取組取組（市民窓口課） 

各業務間の連携強化を図り，正確かつ迅速な事務処理と円滑な交付に努めるとともに，待ち時

間の短縮に取り組みます。 

取 組 目 標 ・各業務間の連携の強化と正確で迅速な窓口応対の実践 

 

税税税税にににに関関関関するするするする広報広報広報広報，，，，説明説明説明説明のののの充実充実充実充実（市民税課・固定資産税課・納税課） 

 市税の重要性や課税内容を御理解いただき，納得して納付いただくことを目指します。また，

税制度の内容や疑問点について専門用語を使うことなく平易な言葉で説明するとともに，分かり

やすい時機を得た情報を提供します。 

取 組 目 標 ・市民しんぶん，ホームページ,区回覧板等を活用した税制度に関する情報提供 

・担当業務，区役所業務の知識を習得し，やさしい，わかりやすい言葉での説明 

 

医療及医療及医療及医療及びびびび年金制度年金制度年金制度年金制度のののの分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい説明説明説明説明（保険年金課） 

市民生活にとって重要で身近な制度である国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金につ

いて，丁寧で分かりやすい説明をおこない，市民の皆さんの期待に応えます。 

取 組 目 標 ・複雑な制度について，丁寧で分かりやすい説明の徹底 

・お客さまの待ち時間の短縮のため，係間の連携を図ります。 

・業務研修等を通じ職員全員による制度説明の在り方を検討。 

 

食品衛生食品衛生食品衛生食品衛生のののの普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業のののの実施実施実施実施（衛生課） 

区民の皆さんの食に関する不安を解消するため，消費者や食品取扱業者に，食品衛生に関する

講習会を実施します。また，市民しんぶん中京区版等を活用することにより，食品衛生の情報提

供，普及啓発に努めていきます。 

取 組 目 標 ・講習会実施（年間６０回） 

・消費者講習の回数の増加（年間２０回（内数）） 

・市民しんぶん中京区版等への食品衛生記事の掲載（年間３回以上） 

 

観光客利用施設等観光客利用施設等観光客利用施設等観光客利用施設等へのへのへのへの環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生，，，，食品衛生食品衛生食品衛生食品衛生のののの監視指導監視指導監視指導監視指導のののの実施実施実施実施（衛生課） 

毎年多くの修学旅行生や観光客が利用するホテルや団体旅館（主に団体客を対象とした旅館）

等の宿泊環境や食事の安全を確保するため，宿泊施設に対して夜間の立入検査を含めた，きめ細

かな監視指導を行います。その他の宿泊施設においてもより一層の法令遵守の徹底と衛生管理の

確保に努めるよう監視指導の強化を図ります。 

取 組 目 標 ・団体旅館の立入検査（観光シーズンの春季及び秋季に，夜間の立入検査を実施） 

 団体旅館：１８施設，６回／１施設（＝延べ１０８回） 

・その他のホテル及び旅館の立入調査・指導 

 ホテル：２５施設，旅館：４０施設，簡易宿所：２２施設 
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平成平成平成平成２５２５２５２５年度 区運営年度 区運営年度 区運営年度 区運営のののの総括表 総括表 総括表 総括表 

 
 

 

基本方針・重点方針基本方針・重点方針基本方針・重点方針基本方針・重点方針    
２５年度重点取組２５年度重点取組２５年度重点取組２５年度重点取組 

 取組名 取組名 取組名 取組名 目標 目標 目標 目標 

中京区の重点項目 

1 中京区民まちづくり支援事業 中京区民まちづくり支援事業 中京区民まちづくり支援事業 中京区民まちづくり支援事業 

・「中京区民まちづくり支援事業」の実施による，地域住

民の自主的なまちづくり活動の支援 

 

２ 区民との共汗による区基本計画の推進 区民との共汗による区基本計画の推進 区民との共汗による区基本計画の推進 区民との共汗による区基本計画の推進 

・中京区基本計画推進委員会及び同企画運営会議の運営 

・中京マチビト cafe の開催 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行 

３ 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 

・交通問題対策のために，「交通問題プロジェクトミーテ

ィング」内で提案された具体的ソフト施策の実現に向

けて，地域や物流業者等と連携して取組を推進 

 

 

４ 京都みつばちガーデン推進プロジェクト京都みつばちガーデン推進プロジェクト京都みつばちガーデン推進プロジェクト京都みつばちガーデン推進プロジェクト    

・中京区役所屋上庭園を活用したイベントの実施 

・養蜂や緑化に関する市民講座の開催 

・プロジェクト発信拠点（サテライト）の設置 

 

５ 地域による避難所づくり強化プロジェクト 地域による避難所づくり強化プロジェクト 地域による避難所づくり強化プロジェクト 地域による避難所づくり強化プロジェクト 

・避難所運営マニュアルの作成（継続） 

・避難所開設用資材の整備 

・避難所マニュアルの検証訓練 

６ 京都市総合防災訓練の実施 京都市総合防災訓練の実施 京都市総合防災訓練の実施 京都市総合防災訓練の実施 ・京都市総合防災訓練の実施（御池通周辺） 

７ 市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進    

・住宅用地や非課税道路の現況調査，家屋の用途等の実

態調査の実施 

・市民税未申告者に対する申告指導の実施 

・きめ細かな納付相談，納付指導の実施 

・悪質な滞納者への徹底した財産調査と滞納処分の実施 

・市民へ親切・丁寧な説明を行う基礎となる，研修等へ

の積極的な参加 

８ 
地域における災害時の要援護者の安心・安全体制づく地域における災害時の要援護者の安心・安全体制づく地域における災害時の要援護者の安心・安全体制づく地域における災害時の要援護者の安心・安全体制づく

り り り り 

・地域における見守り活動促進事業の推進 

・福祉避難所についての周知 

９ 
個性ある健康づくり事業「なかなかええとこ☆子育て個性ある健康づくり事業「なかなかええとこ☆子育て個性ある健康づくり事業「なかなかええとこ☆子育て個性ある健康づくり事業「なかなかええとこ☆子育て

なかま」 なかま」 なかま」 なかま」 

・子育て交流会「なかなかええとこ☆子育てなかま」の

開催 

中京区基本計画実 

現のための取組の 

推進 

１ 身近な地域情報の発信 身近な地域情報の発信 身近な地域情報の発信 身近な地域情報の発信 
・市民しんぶん中京区版やホームページによる積極的な

地域情報や区基本計画の取組の発信 

２ 区民ふれあい事業 区民ふれあい事業 区民ふれあい事業 区民ふれあい事業 
・「区民ふれあいまつり」等のふれあい事業の開催 

 

３ 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 ・制度の周知と利用の促進 

４ 中京区まちなか緑化推進プロジェクト 中京区まちなか緑化推進プロジェクト 中京区まちなか緑化推進プロジェクト 中京区まちなか緑化推進プロジェクト 
・ご近所や町内会等のグループにゴーヤ等の苗を配布 

・植物の育て方を教える講座等の実施 

５ 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 

・継続的な委員会の開催 

・福祉総合マップの更新 

・地域福祉に関するシンポジウムの開催 

 

 

６ 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 

・中京区地域包括支援センター運営協議会の開催（３回）

・センター運営会議，専門職会議及びリーダー会議を開

催（各会議月１回） 

・関係機関との連携強化による認知症への対応力向上 

・一人暮らし高齢者全戸訪問事業，見守り活動促進事業

の取組を通じて，地域団体との連携強化，地域の対応

力の向上 
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２４年度重点取組 ２４年度重点取組 ２４年度重点取組 ２４年度重点取組 
所属等 所属等 所属等 所属等 

取組名 取組名 取組名 取組名 実績 実績 実績 実績 

中京区民まちづくり支援事業 中京区民まちづくり支援事業 中京区民まちづくり支援事業 中京区民まちづくり支援事業 

・「中京区民まちづくり支援事業」（１１事業支援） 

・「まちづくり仕掛け人養成講座」受講生の事業実施（３

事業支援（上記１１事業の内数）） 

地域力推進室 

区民との共汗による区基本計画の推進 区民との共汗による区基本計画の推進 区民との共汗による区基本計画の推進 区民との共汗による区基本計画の推進 

・中京区基本計画推進委員会及び同企画運営会議を開催 

・中京マチビト Cafe の開催（３回＋延長戦２回） 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行（３回） 

地域力推進室 

中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 中京区歩いて楽しいまちづくり共汗支援制度 

・交通問題プロジェクトミーティングの開催（４回），高

倉校区「通りの復権」検討部会の開催（３回），物流問

題検討部会の開催（２回） 

・ＭＭ（モビリティマネジメント）を活用した啓発アン

ケートの実施 

地域力推進室 

京都みつばちガーデン推進プロジェクト 京都みつばちガーデン推進プロジェクト 京都みつばちガーデン推進プロジェクト 京都みつばちガーデン推進プロジェクト 

・中京区役所屋上庭園を活用したイベントの実施 

・市民講座「ミツバチの蜜源と都市緑化」の開催 

・冊子「みつばちガーデン」の発行 

・「小学校 de 出張講座」の開催    

地域力推進室 

地域による避難所づくり強化プロジェクト 地域による避難所づくり強化プロジェクト 地域による避難所づくり強化プロジェクト 地域による避難所づくり強化プロジェクト 

・避難所運営に関わるリーダー育成研修の実施 

・避難所運営マニュアルの作成 

    

地域力推進室 

中京区総合防災訓練の実施 中京区総合防災訓練の実施 中京区総合防災訓練の実施 中京区総合防災訓練の実施 ・総合防災訓練（平成２４年１１月１８日） 地域力推進室 

市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進市税，保険料の公平・公正な賦課，徴収の取組の推進    

・固定資産税の各種調査を実施， 

・市民税未申告者に対する申告指導の実施 

・きめ細かな納付相談，納付指導の実施 

・悪質な滞納者への徹底した財産調査を行い，滞納処分

を実施 

・徴収強化のため，研修等へ積極的に参加 

 

市民税課・固定資

産税課・納税課・

福祉介護課・保険

年金課 

（新規項目） （新規項目） （新規項目） （新規項目） 
 

 
 

（新規項目） （新規項目） （新規項目） （新規項目） 
 

 
 

身近な地域情報の発信 身近な地域情報の発信 身近な地域情報の発信 身近な地域情報の発信 
・市民しんぶん中京区版やホームページによる積極的な

地域情報や区基本計画の取組の発信 
地域力推進室 

区民ふれあい事業 区民ふれあい事業 区民ふれあい事業 区民ふれあい事業 
・「区民ふれあいまつり」等のふれあい事業の開催 

（年１２回） 
地域力推進室 

学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 学区の安心安全ネット継続応援事業による支援 ・学区の安全安心のための活動に対する支援（６学区） 地域力推進室 

（新規項目） （新規項目） （新規項目） （新規項目） 
 

 
 

中京区地域福祉推進委員会活動の充実 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 中京区地域福祉推進委員会活動の充実 

・委員会を開催（２回） 

・福祉総合マップの更新（１回） 

・シンポジウムの開催（１月） 

・区内分譲マンションに福祉関係資料を送付。（２回，の

べ１８０件） 

支援保護課 

中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 中京区地域包括支援センター運営協議会の充実 

・中京区地域包括支援センター運営協議会を開催（３回）

・センター運営会議，専門職会議及びリーダー会議を開

催（各会議月１回） 

・「認知症連携の会」との多角的な連携を強化し，認知症

への対応力を向上 

・一人暮らし高齢者全戸訪問事業，見守り活動促進事業

の取組を通じて，地域団体との連携を強化し，地域の

高齢者福祉対応力を向上 

支援保護課 
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基本方針・重点方針基本方針・重点方針基本方針・重点方針基本方針・重点方針    
２５年度重点取組２５年度重点取組２５年度重点取組２５年度重点取組 

 取組名 取組名 取組名 取組名 目標 目標 目標 目標 

中京区基本計画実中京区基本計画実中京区基本計画実中京区基本計画実

現のための取組の現のための取組の現のための取組の現のための取組の

推進 推進 推進 推進 

７ 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 

・「中京区子育て支援連絡会議」の開催（１回） 

・「子育て支援ネットワーク会議」の毎月開催 

・「子育て支援ネットワーク会議」参画機関の拡充 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の代表者会議(１

回)，実務者会議(４回)の開催 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の機動性を重視し

た部会の開催 

８ 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 

・全体会議（年１回）及び運営会議（毎月 1 回）に参画

・児童支援の早期対応，連携を目指す児童専門部会に積

極的に参画 

・協議会運営に参画し，関係機関との連携を強化 

９ 
地域住民，団体等との連携等による健康の保持及び増地域住民，団体等との連携等による健康の保持及び増地域住民，団体等との連携等による健康の保持及び増地域住民，団体等との連携等による健康の保持及び増

進 進 進 進 

・健康づくりサポーター勉強会の開催（月１～２回） 

・サポーターによる地元学区での健康教室開催への支援 

・食育指導員の活動サポート（食育指導員連絡会を年２

回開催，食育セミナーでの活動） 

10 
中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ

ットワーク」の推進 ットワーク」の推進 ットワーク」の推進 ットワーク」の推進 

・区民ふれあいまつり等での精神保健福祉に関する普

及・啓発 

・精神に障害のある市民の会（ふれあい会）の参加者の

増加 

・こころの健康教室の開催 

11 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 
・地域行事を通じたごみ減量の取組支援 

・環境学習の実施による，子どもたちへの啓発活動 

信頼され 信頼され 信頼され 信頼され 

親しまれる 親しまれる 親しまれる 親しまれる 

区役所づくり区役所づくり区役所づくり区役所づくり 

12 
「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実

践とサービスの向上に向けた取組 践とサービスの向上に向けた取組 践とサービスの向上に向けた取組 践とサービスの向上に向けた取組 

・職務執行や窓口応対における更なる市民サービスの向

上 

13 法令遵守の徹底 法令遵守の徹底 法令遵守の徹底 法令遵守の徹底 
・研修等を通じた法令遵守の徹底 

 

14 区役所運営機能の強化 区役所運営機能の強化 区役所運営機能の強化 区役所運営機能の強化 
・会議等の定期的な開催による連携の強化 

 

15 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 ・研修及び運用訓練の実施 

16 中京区災害対策本部機能の充実 中京区災害対策本部機能の充実 中京区災害対策本部機能の充実 中京区災害対策本部機能の充実 

・中京区災害対策本部運用訓練の実施 

・中京区防災会議の開催 

・区職員向け初動対応等研修の実施 

17 正確かつ迅速な事務の執行と待ち時間短縮の取組 正確かつ迅速な事務の執行と待ち時間短縮の取組 正確かつ迅速な事務の執行と待ち時間短縮の取組 正確かつ迅速な事務の執行と待ち時間短縮の取組 
・各業務間の連携の強化と正確で迅速な窓口応対の実践 

 

18 税に関する広報，説明の充実 税に関する広報，説明の充実 税に関する広報，説明の充実 税に関する広報，説明の充実 

・市民しんぶん，ホームページ,区回覧板等を活用した税

制度に関する情報提供 

・担当業務，区役所業務についての知識を習得し，やさ

しい，わかりやすい言葉での説明の実施 

19 医療及び年金制度の分かりやすい説明 医療及び年金制度の分かりやすい説明 医療及び年金制度の分かりやすい説明 医療及び年金制度の分かりやすい説明 

・複雑な制度について，丁寧で分かりやすい説明の徹底 

・お客さまの待ち時間の短縮のため，係間連携の強化 

・業務研修等を通じ職員全員による制度説明の在り方を

検討 

20 食品衛生の普及啓発事業の実施 食品衛生の普及啓発事業の実施 食品衛生の普及啓発事業の実施 食品衛生の普及啓発事業の実施 

・講習会実施（年間６０回） 

・消費者講習の回数の増加（年間２０回（内数）） 

・市民しんぶん中京区版等への食品衛生記事の掲載（年

間３回以上） 

21 
観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導

の実施 の実施 の実施 の実施 

・団体旅館の立入検査（観光シーズンの春季及び秋季に，

夜間の立入検査を実施） 

 団体旅館：１８施設，６回／１施設（＝延べ１０８回）

・その他のホテル及び旅館の立入調査・指導 

 ホテル：２５施設，旅館：４０施設，簡易宿所：２２

施設 



 
11111111    

２４年度重点取組 ２４年度重点取組 ２４年度重点取組 ２４年度重点取組 
所属等 所属等 所属等 所属等 

取組名 取組名 取組名 取組名 実績 実績 実績 実績 

区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 区内の子育て関係機関によるネットワークの構築 

・「中京区子育て支援連絡会議」の開催（１回） 

・「子育て支援ネットワーク会議」の毎月開催 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の代表者会議(１

回)，実務者会議(４回)の開催 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の機動性を重視し

た組織整備の実施 

 

支援保護課 

京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 京都市中部圏域障害者地域自立支援協議会の充実 

・全体会議（年１回）及び運営会議（毎月 1 回）に参画 

・児童支援の早期対応・連携を目指す児童専門部会に，

積極的に参画 

・協議会内での研修・研究の機会の拡充 

支援保護課 

地域住民，団体等との連携による健康の保持及び増進地域住民，団体等との連携による健康の保持及び増進地域住民，団体等との連携による健康の保持及び増進地域住民，団体等との連携による健康の保持及び増進    

・健康づくりサポーター勉強会の開催（16 回開催） 

・食育指導員の養成講座（３人受講） 

・食育指導員連絡会（２回開催） 

・指導員養成講座，食育セミナー等での活動 

健康づくり推進課 

中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ中京精神保健ネットワーク「こころ・愛・ふれあいネ

ットワーク」の推進 ットワーク」の推進 ットワーク」の推進 ットワーク」の推進 

・実務者会議の開催（11 回開催） 

・精神保健福祉に関する普及・啓発（こころの健康教室

等 5 回開催） 

・ふれあい会（12 回開催） 

 

健康づくり推進課 

環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 環境拠点「エコまちステーション」での取組の推進 
・地域行事での環境啓発活動及び資源物の回収 

・小学校等での環境啓発活動・環境学習の実施 
環境政策局 

「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実「区民の声！ 笑顔と心で さわやかキャッチ」の実

践とサービスの向上に向けた取組 践とサービスの向上に向けた取組 践とサービスの向上に向けた取組 践とサービスの向上に向けた取組 

・市民サービスの更なる向上に向けた，市民応対研修の

実施 

全課・地域力推進

室 

（新規項目） （新規項目） （新規項目） （新規項目） 
 

 
 

区役所運営機能の強化 区役所運営機能の強化 区役所運営機能の強化 区役所運営機能の強化 
・会議等の定期的な開催による連携の強化 

 

全課・地域力推進

室 

「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 「中京区役所危機管理計画」運営体制の強化 ・研修及び運用訓練の実施 地域力推進室 

中京区災害対策本部機能の充実 中京区災害対策本部機能の充実 中京区災害対策本部機能の充実 中京区災害対策本部機能の充実 

・中京区災害対策本部運用訓練の実施 

・中京区防災会議を開催し，関係機関との連携を強化 

・区職員向け初動対応等訓練の実施 

地域力推進室 

厳正な事務の執行と待ち時間短縮の取組 厳正な事務の執行と待ち時間短縮の取組 厳正な事務の執行と待ち時間短縮の取組 厳正な事務の執行と待ち時間短縮の取組 
・戸籍届出とその他の届出・申請等の受付窓口の分離 

・交付時の呼出し番号をディスプレイ画面に表示 
市民窓口課 

税に関する広報，説明の充実 税に関する広報，説明の充実 税に関する広報，説明の充実 税に関する広報，説明の充実 

・市民しんぶん，ホームページ,区回覧板等を活用した税

制度に関する情報提供 

・担当業務，区役所業務についての知識を習得し，やさ

しい，わかりやすい言葉での説明の実践 

市民税課・固定資

産税課・納税課 

医療及び年金制度の分かりやすい説明 医療及び年金制度の分かりやすい説明 医療及び年金制度の分かりやすい説明 医療及び年金制度の分かりやすい説明 

・各制度について丁寧でわかりやすい説明の実践 

・最初の窓口で要件をしっかり聞き，他の係へ確実につ

ないでいくことの実践 

・課内ワンストップサービスのため，課内研修を充実 

保険年金課 

食品衛生の普及啓発事業の実施 食品衛生の普及啓発事業の実施 食品衛生の普及啓発事業の実施 食品衛生の普及啓発事業の実施 

・講習会実施（５２回） 

・消費者講習の回数（１４回，延べ 169 人） 

・市民しんぶん中京区版等への食品衛生記事の掲載（３

回） 

衛生課 

観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導観光客利用施設等への環境衛生，食品衛生の監視指導

の実施 の実施 の実施 の実施 

・団体旅館の立入検査（観光シーズンの春季及び秋季に，

夜間の立入検査を実施） 

 団体旅館：１８施設，６回／１施設（＝延べ１０８回） 

・その他のホテル及び旅館の立入調査・指導 

 ホテル：２４施設，旅館：４０施設，簡易宿所：１５

施設 

衛生課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成２５年度 中京区運営方針 
 

区民の皆様からの御意見・御提案をお待ちしています。 

 

中京区役所地域力推進室 

 
〒６０４－８５８８ 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町５２１ 

ＴＥＬ ０７５－８１２－２４２０  ＦＡＸ ０７５－８１２－０４０８ 

ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｋｙｏｔｏ．ｌｇ．ｊｐ／ｎａｋａｇｙｏ／ 

 


