
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。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，区民の皆様が主役の各種プロジェクトを推進してきたところです。   

今年度は，新たに策定された「新たな区政創生～京都市における区政の在り方について

～」も踏まえ，新規プロジェクトを開始するとともに，「健康長寿のまち・中京」，「安心安

全なまち中京」の実現のため，取組の更なる充実，強化を図ってまいります。 

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，これらの多く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。平成２８年度も区役所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いたします。  

 

平成２８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２８年度は，地域力を生かした協働型のまちづくりなど，京都市の重点政策を踏まえ，そ

の実現に向けて多様な取組を展開していきます。 
 

 平成 2８年度の重点方針  平成 2８年度の重点方針  平成 2８年度の重点方針  平成 2８年度の重点方針  

 
 平成 2８年度の新規事業  平成 2８年度の新規事業  平成 2８年度の新規事業  平成 2８年度の新規事業  
 

マチビトマチビトマチビトマチビト応援企画応援企画応援企画応援企画「「「「中京中京中京中京フューチャーセンターフューチャーセンターフューチャーセンターフューチャーセンター（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」始始始始まりますまりますまりますまります！ ！ ！ ！ 

 
 

 

中京区中京区中京区中京区「「「「世界一安心安全世界一安心安全世界一安心安全世界一安心安全・おもてなしのまち・おもてなしのまち・おもてなしのまち・おもてなしのまち京都 市民京都 市民京都 市民京都 市民ぐるみぐるみぐるみぐるみ推進運動推進運動推進運動推進運動」 」 」 」 

 

 
 

 

 

 

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にににに募集枠新設募集枠新設募集枠新設募集枠新設！ ！ ！ ！ 
 

 

 

特別特別特別特別なことからあたりまえのなことからあたりまえのなことからあたりまえのなことからあたりまえの防災防災防災防災へ へ へ へ 

 

    

    

    

 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 

 マンション住民や子ども達への防災意識の向上を図るため講座

を開催したり，ゲーム形式のプログラムを開催します。普段から，

マンション住民が地域との付き合いの大切さを再認識し，防災を通

じて，地域のまちづくり活動への積極的な参加を目指します。 

 市民発信の企画からアクション生み出すため，専門家によるアドバイスや，多様な関係者と

の対話を行い，新たな関係性の構築とアイデアの創出を図ります。 

 前年度から引き続き，二条駅，高瀬川地域の運動モデル地域の

取組を充実させると共に，中京区版運動プログラムの柱である，

「地域力アップ」「被害に遭いやすい人の安全安心」のソフト面と

「身近な環境改善」のハード面の取組を両輪で進めていきます。 

 中京マチビトＣａｆｅで生まれた活動の芽を育て，活動のスタートを支援するために，中京

区民まちづくり支援事業に「マチビト応援枠」を新設します。（事業費の５万円以内） 
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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 

    
 

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 
（中京マチビト Cafe・各プロジェクト等） 

計画推進委員会 企画運営会議 
 



 3333    

    

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度のののの取組取組取組取組
    

    

◆ ◆ ◆ ◆ 中京区中京区中京区中京区のののの重点取組項目 重点取組項目 重点取組項目 重点取組項目 
 

 

中京マチビト Cafe の開催等による区民活動の活性化【充実】中京マチビト Cafe の開催等による区民活動の活性化【充実】中京マチビト Cafe の開催等による区民活動の活性化【充実】中京マチビト Cafe の開催等による区民活動の活性化【充実】（地域力推進室）    

 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，区民活動の活性化を図ります。（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予

算２，２５５千円） 

取組目標 ・中京マチビト Cafe の開催（年６回） 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行（年２回） 
 

 

マチビトマチビトマチビトマチビト応援企画応援企画応援企画応援企画「「「「中京中京中京中京フューチャーセンターフューチャーセンターフューチャーセンターフューチャーセンター（（（（仮称仮称仮称仮称）」【）」【）」【）」【新規新規新規新規】】】】（地域力推進室） 

中京区が抱えるまちづくり課題について，まちづくり活動の取り組み主体（相談者）をはじめ

とする多様な関係者が未来志向で対話できる場を提供することにより，中京区の豊かな地域資源

（人・情報・場所等）を共有し，参加者同士の新たな関係性を構築し，課題解決に資するアイデ

アを創出し，以て主体者の発展的なアクションを促します。（同５５０千円） 

取 組 目 標 ・相談者のヒアリング及び選出 

・相談者に必要と考えられる関係者の選定 

・フューチャーセッションの開催（３～５回／年） 

 

 

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【【【【充実充実充実充実】】】】（地域力推進室） 

中京区基本計画（第２期）に掲げるまちの将来像の実現を目指す，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２８年度は，補助金予算の増額により制度の充実を

図ります。（同６，０１５千円） 

取 組 目 標 ・「中京区民まちづくり支援事業」の実施による，区民主体のまちづくり活動の支援 

・中京マチビトＣａｆｅで生まれた活動の芽を育て，活動のスタートを支援するために，

マチビト応援枠を新設 

 

 

中京区中京区中京区中京区「「「「世界一安心安全世界一安心安全世界一安心安全世界一安心安全・おもてなしのまち・おもてなしのまち・おもてなしのまち・おもてなしのまち京都 市民京都 市民京都 市民京都 市民ぐるみぐるみぐるみぐるみ推進運動推進運動推進運動推進運動」【」【」【」【新規新規新規新規】 】 】 】 
（地域力推進室）    

前年度から引き続き，二条駅，高瀬川地域の運動モデル地域の取組を充実させると共に，中京

区版運動プログラムの柱である，「地域力アップ」「被害に遭いやすい人の安全安心」のソフト面

と「身近な環境改善」のハード面の取組を両輪で進めていきます。（市民ぐるみ推進運動支援事

業予算１１，７７７千円） 

取 組 目 標 ・区民行動変容アンケートの実施 

・高齢者対策をはじめとした区民向け啓発事業，講座の実施 

・地域の安全安心の確保に向け主体的に取組むための補助金の充実 

 

 

特別特別特別特別なことからあたりまえのなことからあたりまえのなことからあたりまえのなことからあたりまえの防災防災防災防災へへへへ【【【【新規新規新規新規】】】】（地域力推進室） 

普段から，マンション住民が地域との付き合いの大切さを再認識し，防災を通じて，地域のま

ちづくり活動への積極的な参加を促します。小学生を対象にした防災プログラムも実施します。

（区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算２，０００千円） 

取 組 目 標 ・マンション住民に対する防災講座の開催 

・子ども達への防災意識の向上 

戦略１～７ 

重重重重

点点点点

３３３３    

重重重重

点点点点

２２２２    

戦略１・２ 

重重重重

点点点点

５５５５    

戦略１，２ 

重重重重

点点点点

４４４４    

戦略１，３，５ 

重重重重

点点点点

１１１１    

戦略１～７ 
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中京中京中京中京ベビーズサポートマーケットプロジェクト ベビーズサポートマーケットプロジェクト ベビーズサポートマーケットプロジェクト ベビーズサポートマーケットプロジェクト 
（地域力推進室・支援保護課・健康づくり推進課） 

 「子育てを楽しむまち 中京区」を目指し，子育てをされる方を主な対象に，子育て世代の感覚

にあった情報発信やイベントの開催等を行い，親が子育てを楽しみ，赤ちゃんが幸せで健康に成

長するまちづくりに取り組みます。（同２，０００千円） 

取 組 目 標 ・区役所ホールのプロジェクトＰＲブース，ブログ等を活用した子育て支援情報の発信 

・乳幼児を持つ親子で集う「ベビサポ広場」，「ベビサポフェスティバル」の開催 

 

 

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） 

交通問題対策について議論する「交通問題プロジェクトミーティング」を開催し，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。（同５００千円） 

取 組 目 標 ・交通問題プロジェクトミーティングの開催 

・各専門部会の取組として，前年度の成果を踏まえ，抽出された課題の解決を提案する

区民主体の事業を支援 

 

 

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」

という考え方からまちなか緑化を呼びかけます。（同１，３００千円） 

取 組 目 標 ・「みつばちガーデンパートナーズ」の輪を拡大 

・中京区ならではの文化継承につながる緑化の拡大 

 

 

空空空空きききき家対策家対策家対策家対策のののの推進推進推進推進（地域力推進室） 

地域住民や空き家問題に取り組む団体等と連携を深め，空き家の活用と安心安全な生活環境の

確保を図ります。 

取 組 目 標 ・都市計画局による京都市地域連携型空き家流通促進事業について，現在取り組んでい

る学区への支援の継続及び，同事業に取組む学区の増加 

・中京区民まちづくり支援事業の「空き家活用枠」により，地域団体による空き家活用

に関する事業を支援。 

 

中京区役所中京区役所中京区役所中京区役所なかなかプロジェクトなかなかプロジェクトなかなかプロジェクトなかなかプロジェクト（全課・地域力推進室）    

 昨年度，ワークライフバランスの推進をテーマに立ち上げた「中京区役所なかなかプロジェク

ト」を衣替えし，「伝える力」「聴く力」をテーマとして，所属を超えたプロジェクトチームで検

討し，職員一人一人のコミュニケーション力向上を目指します。 

取 組 目 標 ・定期的な会議の開催による課題の抽出，共有等 

 

サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上とととと法令順守法令順守法令順守法令順守のののの徹底徹底徹底徹底（全課・地域力推進室） 

区長メッセージを踏まえて，窓口応対等の市民サービス向上を図り，来庁されるお客様の立場

に立った取組を推進し，「信頼され親しまれる区役所」を目指します。 

また，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 ・窓口応対等における更なる市民サービスの向上 

・職員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 
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◆ ◆ ◆ ◆ 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等による積極的な地域情報や区基本計画の取組

の発信 

 

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。

（同４，２００千円） 

取 組 目 標 ・「区民ふれあいまつり」，「子ども体験講座」等のふれあい事業の開催 

 

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。（同５７５千円） 

取 組 目 標 ・制度の周知と新展開が期待できる利用の促進 

 

総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練総合防災訓練のののの実施実施実施実施（地域力推進室） 

二条駅地域安全ネットワークの活動と連携し，普段の生活の場となる大型店舗や駅ターミナル

と地域住民が連携した訓練を実施します。 

取 組 目 標 ・事業所，地域住民，防災機関が連携した訓練の実施 

 

地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動のののの充実充実充実充実（支援保護課） 

地域の福祉的課題の共有と解決に向けた協働の基盤として，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」を位置づけ，地域福祉の推進を図り

ます。 

取 組 目 標 ・委員会の開催（年 2 回以上） 

・地域あんしん支援員との連携 

・地域福祉に関するシンポジウムの開催 

 

地域包括支援地域包括支援地域包括支援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） 

地域包括支援センター運営協議会の充実強化を図ることで地域での支援ネットワークの強化

と地域包括支援センターの活動の更なる発展を図り，京都市版地域包括ケアシステムの構築を進

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，センター長会議を開催（各会議月１回） 

・多職種の参画及び連携により，ネットワークの構築強化を図る。 

・地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の取組を支援し，地域課題への対応の

強化を図る。 
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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） 

各種会議の運営等を通じて，より広範な区内の子育て支援に関わる関係機関・団体との情報共

有及び連携した取組を進める。さらに，「子育て支援ネットワーク会議」等関係機関・団体との

連携した取組を進めることで，地域にねざした子育て支援の取組の強化発展を目指します。 

取 組 目 標 ・「中京区子育て支援連絡会議」，「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」会議の適宜開催 

・「赤ちゃんサポート情報便」等，関係機関・団体の子育て支援の取組みへの協力と支援 

・「中京ベビーズサポートマーケットプロジェクト」と子育て支援関係機関との連絡調整 

・「発達支援ネットワーク」の充実強化，児童福祉関係機関・教育機関の連携強化に寄与 

 

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に積極的に参画し，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）への参画  

・専門部会において，事業所を対象に研修啓発等を行い，支援の専門性の向上を図る。 

 

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」，「健康長寿のまち・中京」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 ・食育指導員の活動サポート（食育指導員連絡会を年４回開催等） 

・健康づくりサポーター養成講座，勉強会の開催 

・サポーターによる高齢者対象の健康教室等での体操実施 

・サポーターによるロコモ予防普及啓発 

 

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のあ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 本柱で区基本計画を推進する市民参加型ネットワーク活

動を推進します。 

取 組 目 標 ・一般，地域役員等を対象とした地域出張型研修会の開催 

・区民ふれあいまつり，区民ホールでの精神保健福祉に関する普及・啓発 

・ホームページを活用した，普及・啓発の充実 

 

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 ・雑がみ・資源物回収等のごみ減量の取組を推進 

・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 

・ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」施行に係る啓発活動 

 

◆ ◆ ◆ ◆ 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 
 

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） 

受付から交付までの流れの中で職員の連携を図り，正確で迅速な処理に努め，お客様の待ち時

間短縮に取り組みます。 

取 組 目 標 ・内容のダブルチェックと迅速な事務処理の実施 

 

 

11111111    

９９９９    

10101010    

12121212    

８８８８    

７７７７    



 7777    

 

 

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（福祉介護課・保険年金課） 

国民健康保険料等を適正に賦課するとともに，滞納者への納付指導や滞納処分により，徴収率

の向上を図ります。 

取 組 目 標 ・長期・高額滞納者，悪質な滞納者を中心とした積極的な財産調査と滞納処分の実施 

・口座振替の勧奨 

・きめ細やかな納付相談・納付指導の実施 

・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 

 

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行い，区民の皆さんの期待に応えます。 

取 組 目 標 ・制度を理解いただくために，丁寧な説明の徹底 

 

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，積極的に消費者や食品取扱業者に対し講習会

を開催します。また，市民しんぶん等への情報掲載を充実させるなど，食品衛生に関する情報提

供，普及啓発に努め，食の安全性に関するリスクコミュニケーションを推進します。 

取 組 目 標 ・消費者や食品関係事業者に対する積極的な食の安全に関する情報発信 

・リスクコミュニケーション事業の推進 

 

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生活衛生生活衛生生活衛生生活衛生，，，，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） 

毎年多くの観光客等が利用する宿泊施設，飲食店，土産食品製造施設等に対し，環境衛生や食

品の安全を確保するため，監視指導や食品の検査を行います。 

また，最近，増加しているいわゆる「民泊」についても，関係機関と連携を図りながら，適切

な指導を実施します。 

取 組 目 標 ・観光客等が利用する宿泊施設，飲食店，土産食品製造施設等の監視指導 

・民泊における適切な法令の指導 

 

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をはじめ日常的な連携の強化 

 

「「「「中京区役所業務継続計画中京区役所業務継続計画中京区役所業務継続計画中京区役所業務継続計画」」」」のののの充実充実充実充実（地域力推進室） 

災害の現実を踏まえた業務継続計画を充実し，災害時には「優先実施業務」が発生する，職員

意識の向上を図ります。 

取 組 目 標 ・人事異動，市計画変更に対応した計画の改正 

・業務継続の観点を加えた本部運用訓練及び危機管理トレーニングの実施 

 

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（全課・地域力推進室・支援保護課） 

現実的な災害対応訓練の実施，地域及び行政機関との連携強化により，職員の災害対応力の向

上を図ります。 

取 組 目 標 ・現実的な訓練及び研修，本部運用訓練の実施 

・関係機関及び地域住民と連携した訓練の実施 

・災害時要配慮者支援への備えの充実 

・有効な連絡網（連絡手段）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 
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平成平成平成平成２８２８２８２８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 基本方針 基本方針 基本方針 

重点方針重点方針重点方針重点方針    

２８年度重点取組２８年度重点取組２８年度重点取組２８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 目標 目標 目標 目標 

中京区の 中京区の 中京区の 中京区の 

重点取組 重点取組 重点取組 重点取組 

項目 項目 項目 項目 

１ 

中京マチビトCafe開催等中京マチビトCafe開催等中京マチビトCafe開催等中京マチビトCafe開催等

による区民活動の活性化による区民活動の活性化による区民活動の活性化による区民活動の活性化

【充実】【充実】【充実】【充実】    

・中京マチビト cafe の開催（年６回） 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行（年２号） 
地域力推進室 

２ 

マチビト応援企画 マチビト応援企画 マチビト応援企画 マチビト応援企画 

「中京フューチャーセン「中京フューチャーセン「中京フューチャーセン「中京フューチャーセン

ター（仮称）」【新規】 ター（仮称）」【新規】 ター（仮称）」【新規】 ター（仮称）」【新規】 

・相談者のヒアリング及び選出 

・相談者に必要と考えられる関係者の選定 

・フューチャーセッションの開催（３～５回／年） 

地域力推進室 

３ 
中京区民まちづくり 中京区民まちづくり 中京区民まちづくり 中京区民まちづくり 

支援事業【充実】 支援事業【充実】 支援事業【充実】 支援事業【充実】 

・「中京区民まちづくり支援事業」の実施による，区民主

体のまちづくり活動の支援 

・中京マチビトＣａｆｅで生まれた活動の芽を育て，活

動のスタートを支援するためにマチビト応援枠を新設 

地域力推進室 

４ 

中京区「世界一安心安全・中京区「世界一安心安全・中京区「世界一安心安全・中京区「世界一安心安全・

おもてなしのまち京都 市おもてなしのまち京都 市おもてなしのまち京都 市おもてなしのまち京都 市

民ぐるみ推進運動」【新規】民ぐるみ推進運動」【新規】民ぐるみ推進運動」【新規】民ぐるみ推進運動」【新規】    

・区民行動変容アンケートの実施 

・高齢者対策をはじめとした区民向け啓発事業，講座の

実施 

・地域の安全安心の確保に向け主体的に取組むための補

助金の充実 

地域力推進室 

５ 
特別なことからあたりま特別なことからあたりま特別なことからあたりま特別なことからあたりま

えの防災へ【新規】 えの防災へ【新規】 えの防災へ【新規】 えの防災へ【新規】 

・マンション住民に対する防災講座の開催 

・子ども達への防災意識の向上 
地域力推進室 

６ 
中京ベビーズサポート 中京ベビーズサポート 中京ベビーズサポート 中京ベビーズサポート 

マーケットプロジェクト マーケットプロジェクト マーケットプロジェクト マーケットプロジェクト 

・区役所ホールのプロジェクトＰＲブース，ブログ等を

活用した子育て支援情報の発信 

・乳幼児を持つ親子で集う「ベビサポ広場」，「ベビサポ

フェスティバル」の開催 

地域力推進室 

支援保護課 

健康づくり推進課 

７ 
中京区歩いて楽しい 中京区歩いて楽しい 中京区歩いて楽しい 中京区歩いて楽しい 

まちづくり共汗支援制度まちづくり共汗支援制度まちづくり共汗支援制度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 

・各専門部会の取組として，前年度の成果を踏まえ，抽 

 出された課題の解決を提案する区民主体の事業を支援 

地域力推進室 

８ 
京都みつばちガーデン 京都みつばちガーデン 京都みつばちガーデン 京都みつばちガーデン 

推進プロジェクト 推進プロジェクト 推進プロジェクト 推進プロジェクト 

・「みつばちガーデンパートナーズ」の輪を拡大 

・中京区ならではの文化継承につながる緑化の拡大 
地域力推進室 

９ 空き家対策の推進 空き家対策の推進 空き家対策の推進 空き家対策の推進 

・都市計画局による京都市地域連携型空き家流通促進事

業について，現在取り組んでいる学区への支援の継続

及び，同事業に取組む学区の増加 

・中京区民まちづくり支援事業の「空き家活用枠」によ

り，地域団体による空き家活用に関する事業を支援 

地域力推進室 

10 
中京区役所なかなかプロ中京区役所なかなかプロ中京区役所なかなかプロ中京区役所なかなかプロ

ジェクトジェクトジェクトジェクト    
・定期的な会議の開催による課題の抽出，共有等 地域力推進室 

11 
サービスの向上と サービスの向上と サービスの向上と サービスの向上と 

法令順守の徹底 法令順守の徹底 法令順守の徹底 法令順守の徹底 

・窓口応対等における更なる市民サービスの向上 

・職員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 

全課 

地域力推進室 

中京区基本中京区基本中京区基本中京区基本    

計画実現の計画実現の計画実現の計画実現の    

ための取組ための取組ための取組ための取組    

の推進 の推進 の推進 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等による積極的

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」「子ども体験講座」等のふれあ

い事業の開催 
地域力推進室 

３ 
学区の安心安全ネット 学区の安心安全ネット 学区の安心安全ネット 学区の安心安全ネット 

継続応援事業による支援 継続応援事業による支援 継続応援事業による支援 継続応援事業による支援 
・制度の周知と新展開が期待できる利用の促進 地域力推進室 

４ 総合防災訓練の実施 総合防災訓練の実施 総合防災訓練の実施 総合防災訓練の実施 ・事業所と地域住民が連携した訓練の実施 地域力推進室 

５ 地域福祉活動の充実 地域福祉活動の充実 地域福祉活動の充実 地域福祉活動の充実 

・委員会の開催（年２回以上） 

・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 

支援保護課 

６ 
地域包括支援センター運地域包括支援センター運地域包括支援センター運地域包括支援センター運

営協議会の充実 営協議会の充実 営協議会の充実 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，専門職会議，

センター長会議を開催 

・多職種の参画及び連携により，ネットワークの構築強

化を図る。 

・地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の取組

を支援し，地域課題への対応の強化を図る。 

支援保護課 
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基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 

重点方針重点方針重点方針重点方針    

 ２８年度重点取組 ２８年度重点取組 ２８年度重点取組 ２８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 目標 目標 目標 目標 

中京区基本中京区基本中京区基本中京区基本    

計画実現の計画実現の計画実現の計画実現の    

ための取組ための取組ための取組ための取組    

の推進 の推進 の推進 の推進 

７ 
区内の子育て関係機関に区内の子育て関係機関に区内の子育て関係機関に区内の子育て関係機関に

よるネットワークの構築 よるネットワークの構築 よるネットワークの構築 よるネットワークの構築 

・「中京区子育て支援連絡会議」，「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」会議の適宜開催 

・「赤ちゃんサポート情報便」等，関係機関・団体の子育

て支援の取組みへの協力と支援 

・「中京ベビーズサポートマーケットプロジェクト」と子

育て支援関係機関との連絡調整 

・「発達支援ネットワーク」の充実強化，児童福祉関係機

関・教育機関の連携強化に寄与 

支援保護課 

８ 
京都市中部圏域障害者地京都市中部圏域障害者地京都市中部圏域障害者地京都市中部圏域障害者地

域自立支援協議会の充実 域自立支援協議会の充実 域自立支援協議会の充実 域自立支援協議会の充実 

・全体会議（年１回），運営会議（毎月 1 回）への参画 

・専門部会において，事業所を対象に研修啓発等を行い，

支援の専門性の向上を図る。 

支援保護課 

９ 

地域住民，団体等との連携地域住民，団体等との連携地域住民，団体等との連携地域住民，団体等との連携

等による健康の保持及び等による健康の保持及び等による健康の保持及び等による健康の保持及び

増進 増進 増進 増進 

・食育指導員の活動サポート（食育指導員連絡会を年４

回開催等） 

・健康づくりサポーター養成講座，勉強会の開催 

・サポーターによる高齢者対象健康教室等での体操実施 

・サポーターによるロコモ予防普及啓発 

健康づくり推進課 

10 

中京精神保健ネットワー中京精神保健ネットワー中京精神保健ネットワー中京精神保健ネットワー

ク「こころ・愛・ふれあいク「こころ・愛・ふれあいク「こころ・愛・ふれあいク「こころ・愛・ふれあい

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

・一般，地域役員等を対象とした地域出張型研修会開催 

・区民ふれあいまつり，区民ホールでの精神保健福祉に

関する普及・啓発 

・ホームページを活用した，普及・啓発の充実 

健康づくり推進課 

11 
環境拠点「エコまちステー環境拠点「エコまちステー環境拠点「エコまちステー環境拠点「エコまちステー

ション」での取組の推進 ション」での取組の推進 ション」での取組の推進 ション」での取組の推進 

・雑がみ・資源物回収等の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 
環境政策局 

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 
正確かつ迅速な事務の執正確かつ迅速な事務の執正確かつ迅速な事務の執正確かつ迅速な事務の執

行と待ち時間短縮の取組 行と待ち時間短縮の取組 行と待ち時間短縮の取組 行と待ち時間短縮の取組 
・内容のダブルチェックと迅速な事務処理の実施 市民窓口課 

13 
保険料の公平・公正な 保険料の公平・公正な 保険料の公平・公正な 保険料の公平・公正な 

賦課，徴収の取組の推進 賦課，徴収の取組の推進 賦課，徴収の取組の推進 賦課，徴収の取組の推進 

・長期・高額滞納者，悪質な滞納者を中心とした積極的

な財産調査と滞納処分の実施 

・口座振替の勧奨 

・きめ細やかな納付相談・納付指導の実施 

・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 

福祉介護課 

保険年金課 

14 
医療及び年金制度の 医療及び年金制度の 医療及び年金制度の 医療及び年金制度の 

分かりやすい説明 分かりやすい説明 分かりやすい説明 分かりやすい説明 
・制度を理解いただくための，丁寧な説明の徹底 保険年金課 

15 
食品衛生の普及啓発事業食品衛生の普及啓発事業食品衛生の普及啓発事業食品衛生の普及啓発事業

の実施 の実施 の実施 の実施 

・消費者や食品関係事業者に対する積極的な食の安全に

関する情報発信 

・リスクコミュニケーション事業の推進 

衛生課 

16 

観光客利用施設等への生観光客利用施設等への生観光客利用施設等への生観光客利用施設等への生

活衛生，食品衛生の監視指活衛生，食品衛生の監視指活衛生，食品衛生の監視指活衛生，食品衛生の監視指

導の実施 導の実施 導の実施 導の実施 

・観光客等が利用する宿泊施設，飲食店，土産食品製造 

 施設等の監視指導 

・民泊における適切な法令の指導 

衛生課 

17 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をはじめ日常的な連携の強化 
全課 

地域力推進室 

18 
中京区役所業務継続計画 中京区役所業務継続計画 中京区役所業務継続計画 中京区役所業務継続計画 

の充実 の充実 の充実 の充実 

・人事異動，市計画変更に対応した計画の改正 

・業務継続の観点を加えた本部運用訓練及び危機管理ト

レーニングの実施 

地域力推進室 

19 
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 

の充実 の充実 の充実 の充実 

・現実的な訓練及び研修，本部運用訓練の実施 

・関係機関及び地域住民と連携した訓練の実施 

・災害時要配慮者支援への備えの充実 

・有効な連絡網（連絡手段）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 

全課 

地域力推進室 

支援保護課 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成２８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 
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