
平成２５年度 中京区運営の総括表 
 

基本方針 

重点方針 

２５年度重点取組 

取組名 目標 実績 備考 所属等 

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」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 

・中京区民まちづくり支援事業補助金の交付（１１事業 交付

総額：3,439 千円） 

・「まちづくり仕掛け人養成講座」の開催（全６回  受講者：

１１名） 

・補助金交付事業報告会の開催（4 月 参加者：29 名） 

 地域力推進室 

２ 
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，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 

・中京区基本計画推進委員会の開催（2 回） 

・中京区基本計画企画運営会議の開催（2 回） 

・中京マチビト Cafe の開催（３回 参加者：各回約 90 名） 

・中京マチビト Cafe 延長戦の開催（３回 参加者：各回約 

  20 名） 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行（３回 発行部数：各回 

  約１万部） 

 地域力推進室 

３ 
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 

・交通問題プロジェクトミーティングの開催（４回） 

・啓発チラシ及び通学路の歩行体感ビデオを制作（２月） 

・マンション宅配物の共同配送社会実験の実施（2 月） 

・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 

 （１月～２月  回答数：約 1,0３０件） 

 地域力推進室 

４ 
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 

・採蜜見学会の開催（10 月 参加者：約 50 名） 

・みつばち市民講座の開催（５回 参加者：延べ約 220 名） 

・小学生対象の講座の開催（3 回 参加者：延べ約 210 名） 

・区内事業所等での都市養蜂のサポート（3 箇所） 

・授産施設と協働ではちみつを使ったＰＲ製品制作（150 個） 

 地域力推進室 

５ 
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 

・避難所運営マニュアル完成（２６箇所） 

・仮設トイレ等の避難所用資材の整備 

・避難所運営マニュアル検証訓練の実施（１５学区） 

・防災の専門家による講習会の開催（５回 参加者：延べ約 

  35０名） 

 地域力推進室 

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（御池通周辺） 

・御池通周辺での京都市総合防災訓練の実施（帰宅困難者 

  訓練，災害支援ボランティア訓練，避難所運営訓練等） 
 地域力推進室 



 

基本方針 

重点方針 

２５年度重点取組 

取組名 目標 実績 備考 所属等 

中京区の 

重点項目 

７ 

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 

・市民税未申告者に対する申告指導の実施 

・公平・公正な課税実施の為に固定資産税の各種調査の実施 

・きめ細かな納付相談，納付指導の実施 

・長期・高額滞納者，悪質な滞納者を中心とした財産調査と 

  滞納処分の実施 

・口座振替の勧奨 

・区目標徴収率の達成 

 

市民税課 

固定資産税課 

納税課 

福祉介護課 

保険年金課 

８ 

地域における災害時の

要援護者の安心・安全

体制づくり 

・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 

・地域における見守り活動促進事業の推進（名簿の交付， 

  管理等） 

・要援護者避難支援訓練の実施（8 月） 

 支援保護課 

９ 

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」 

・子育て交流会「なかなかええとこ☆子育てなかま」 

  の開催 

・子育て交流会「なかなかええとこ☆子育てなかま」の開催 

 （2 回 参加者：延べ 88 組の親子） 
 

健康づくり 

推進課 

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 
・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 

・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 

２ 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 

・「子ども体験講座（なかぎょう子どもサイエンス教室）」 

 （8 月 参加者：77 名），「中京区民ふれあいまつり２０１３」

（10 月 参加者：約 21,000 名），「歴史文化探訪バスツア

ー」（11 月 参加者：87 名），中京区民ふれあい健康ウォー

キング事業（2 月 参加者：約２５０名）の開催 

 地域力推進室 

３ 

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 
・学区の安心安全のための活動に対する支援（９学区  

  交付総額：575 千円） 
 地域力推進室 

４ 
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 

・ゴーヤの育て方講座の実施及び苗の配付（5 月，対象：１３

団体） 

・栽培したゴーヤを使用してゴーヤ料理教室の開催（8 月， 

  参加者：約２０名） 

・参加者に様々な情報を提供するニュースレターの作成 

 （3 回） 

 地域力推進室 



 

基本方針 

重点方針 

２５年度重点取組 

取組名 目標 実績 備考 所属等 

中京区基本

計画実現の

ための取組

の推進 

５ 
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 

・委員会の開催（年２回） 

・福祉総合マップの情報を更新及びアクセスの向上 

・シンポジウムの開催（１月 参加者：約１５０名） 

・区内分譲マンションへの関係資料送付（送付件数：延べ 

  １８０件） 

 支援保護課 

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 

・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の開催 

 （各会議月１回） 

・「認知症連携の会」への参加，認知症への理解と対応力 

  向上に向けた参加機関の連携強化 

・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 

  実施及び地域ケア会議開催を通じた，地域関係機関団体との 

  連携強化 

 

支援保護課 

７ 

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 

・「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 

・区内民営保育所，全児童館を「子育て支援ネットワーク 

  会議」参画機関として拡充 

・「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），個別検討会議の開催 

 支援保護課 

８ 

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 

・全体会議（１回）及び運営会議（月 1 回）に参画 

・児童専門部会に参加 

・協議会運営に参画し，関係機関との連携を強化 

 支援保護課 

９ 

地域住民，団体等との

連携等による健康の保

持及び増進 

・健康づくりサポーター勉強会の開催（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） 

・健康づくりサポーター勉強会の開催（１８回 参加者：各回

約 20 名） 

・サポーターによる地元学区での健康教室開催への支援 

 （４学区４回） 

・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４回/年，マタニティクッキン

グ３回/年） 

 
健康づくり 

推進課 



 

基本方針 

重点方針 

２５年度重点取組 

取組名 目標 実績 備考 所属等 

中京区基本

計画実現の

ための取組

の推進 

10 

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 

・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 

・健康教室（講話と体操）の実施（11 月 参加者：約 90 名） 

・出張型健康教室「こころの健康教室」の実施（６回 参加者：

延べ約 140 名） 

・ふれあい会（当事者の会）の実施 

・区民ふれあいまつりでの精神保健福祉に関する啓発 

 
健康づくり 

推進課 

11 

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 

・雑がみ分別リサイクル拡大に向けた社会実験の実施 

 （15 箇所） 

・有害・危険ごみ等の移動式拠点回収の実施（9 回） 

・イベントや児童館での環境学習の実施（31 回） 

 環境政策局 

信頼され 

親しまれる 

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 

・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（12 月 各所属で実施 全職員対象） 

・全職員を対象にした集合研修の実施（8 月） 

 
全課 

地域力推進室 

13 

正確かつ迅速な事務の

執行と待ち時間短縮の

取組 

・確実な内容確認と迅速な事務処理の実施 

・情報共有等職員の意識・連携の強化と正確・迅速な事務 

  処理の実施 

・ホームページにて窓口の混雑時期等について掲示 

 

市民窓口課 

14 
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 

・市民しんぶん（くらしの税Ｑ＆Ａコーナー 毎月掲載）， 

  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 

15 
医療及び年金制度の分

かりやすい説明 

・複雑な制度を理解いただくために丁寧で分かりやすい説

明の徹底 

・制度についての説明用マニュアルの作成や職場内研修など 

  による，丁寧でわかりやすい説明の実践 

 

保険年金課 

16 
食品衛生の普及啓発事

業の実施 

・講習会実施 

・消費者講習の回数の増加 

・市民しんぶん中京区版等への食品衛生記事の掲載 

・講習会実施（４８回） 

・消費者講習の回数（上記の内数１５回） 

・市民しんぶん中京区版への食品衛生記事の掲載（４回） 

 

衛生課 

 



 

基本方針 

重点方針 

２５年度重点取組 

取組名 目標 実績 備考 所属等 

信頼され 

親しまれる 

区役所づくり 

17 

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 

・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） 

・その他のホテル及び旅館の立入調査・指導 

・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：１９施設 

 

衛生課 

18 法令遵守の徹底 
・研修等を通じた法令遵守の徹底及び定期的な情報管理状

況の確認 

・研修等を通じた法令遵守の徹底（7～９月各所属で実施 

  全職員対象） 

 

全課 

地域力推進室 

19 
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 

・会議（課長会）等の定期的な開催による連携の強化 

 （毎週金曜日） 

 

全課 

地域力推進室 

20 
「中京区役所危機管理 

計画」運営体制の強化 
・具体性の高い研修及び現実的な訓練を実施 

・災害対応体制の見直し及び体制カードの全職員配付 

 （10 月） 

・職員を対象にした，危機管理トレーニングの実施（５回 

  参加者：延べ約１６０名） 

 

地域力推進室 

21 
中京区災害対策本部 

機能の充実 

・中京区防災会議の開催（構成員拡充） 

・中京区災害対策本部運用訓練の実施 

・中京区災害ボランティアセンター運用訓練への参画 

・関係機関及び地域住民と連携した訓練の実施 

・中京区災害時初期初動マニュアルの検討 

・地域における見守り活動促進と福祉避難所についての情

報共有と周知 

・中京区防災会議の開催（構成員拡充 2 回） 

・中京区災害対策本部運用訓練の実施（１月） 

・中京区災害ボランティアセンター運用訓練への参画（8 月） 

・関係機関及び地域住民と連携した訓練の実施（10 月） 

・中京区業務継続計画の策定 

・中京区水害危機管理訓練の実現（10 月） 

・要援護者名簿の交付及び管理，避難支援訓練の実施（8 月） 

 

地域力推進室 

 


