
平成２７年度 中京区運営の総括表 
 

基本方針 

重点方針 

２７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 
世界一安心安全のまち 

中京区事業 

「二条駅」及び「高瀬川」東西２つのエリアで実施 

・（二条駅周辺）佛教大学の協力の下，中京警察署，中

京消防署と連携しながら，防犯・防災面での地域主

体のまちづくりを展開 

・（高瀬川周辺）高瀬川開削 400 周年を機に形成され

たネットワークを活かし，安心安全や観光，環境な

ど，地域主体のまちづくりを支援 

「二条駅」及び「高瀬川」東西２つのエリアで先行的に実施 

・（二条駅周辺）地域住民，地域事業者，大学等で構成する二条

駅地域安全ネットワークで駅前花植え活動や啓発等を実施 

・（高瀬川周辺）銅駝高瀬川保勝会による一之舟入近辺への分電

盤の設置や立誠自治連合会による高瀬川ライトアップ等の地

域の取組への補助金の交付 

 地域力推進室 

２ 
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，区民

主体のまちづくり活動の支援 

・空き家を使った地域コミュニティの活性化などに取

り組む NPO 等の活動を支援するために，空き家活

用支援枠を新設 

・中京区民まちづくり支援事業補助金の交付 （１６事業 交付

総額：４，３０７千円） 
 地域力推進室 

３ 
中京ベビーズサポート 

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 

・子育て世代の感覚にあった情報発信（区役所に PR ブースを

設置，育児情報カード・オリジナルグッズ作成，ブログ・フェ

イスブックの活用） 

・毎週木曜日に乳幼児親子向けイベント「ベビサポ広場」実施

（4８回開催，参加者：延べ１，２４１組） 

・乳幼児親子が楽しめるイベント「ベビサポフェスタ」（１回，

参加者：235 組） 

 

地域力推進室 

支援保護課 

健康づくり 

推進課 

４ 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 

・収集した空き家情報を元に，関係各局，警察署等と連携し，

空き家所有者やその周辺住民との調整 

・京都市地域連携型空き家流通促進事業に取組む学区の自主的

な活動の支援 

・「空き家活用枠」申請事業への補助金の交付（１事業） 

 地域力推進室 

５ 

中京マチビト Caféの 

開催等による区民活動 

の活性化 

・中京マチビト cafe の開催（年５回） 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行（年３号） 

・中京マチビト Cafe の開催（３回 参加者：各回約 90 名） 

・テーマ型中京マチビト Cafe（学びと共鳴編）の開催（３回 参

加者：各回約８０名） 

・広報紙「マチビト来たる。」の発行（３回 各回１万部発行） 

 地域力推進室 



 

基本方針 

重点方針 

２７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 

６ 

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 

・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 

・交通問題プロジェクトミーティングの開催（１回） 

・「高倉小学校ＰＴＡ」が主体となり，まちなか細街路のトラッ

クの走行や路上駐停車を減らすため，宅配の再配達を抑制する

啓発チラシを作成し，高倉校区内に配布 

・「京の三条まちづくり協議会」が主体となり，「通りの作法」（ま

ちなか細街路利用にあたってのルールやマナー）に関する啓発

チラシ及びノベルティを作成し，来街者（主に自転車利用者）

向けに配布 

 地域力推進室 

７ 
京都みつばちガーデン 

推進プロジェクト 

・啓発イベント，市民講座の開催 

・収穫物（はちみつ）を活用した食育教室 

・まちなかで育てる花とみどりをテーマに写真展の開

催 

・区民団体と連携の上，高倉小学校でのヒオウギの育

成 

・区内で撮影されたみどりの写真の展示等を行うみつばち 

  ガーデンフェアの開催（５月 参加者：約２００名） 

・採蜜見学会の開催（10 月 参加者：約６0 名） 

・みつばち市民講座の開催（２回 参加者：延べ約 80 名） 

・小学生を対象にミツバチの見学とはちみつを使った調理 

  実習を行う「みつばち冒険隊」の開催 （2 回 参加者： 

  延べ約２０組） 

・高倉小学校の生徒によるヒオウギ育成への支援 

 地域力推進室 

８ 

災害に負けない 

地域づくり 

プロジェクト 

・体験型連続講座の開催 

・事業所と地域が連携した総合防災訓練の実施 

・平成 24 年度に作成した，中京区防災地図の更新 

・防災マニュアルブックの発行 

・ゼスト御池を会場に水災害時での地下街からの避難誘導等 

  に対応した総合防災訓練の実施 

・マンション住民を対象にした防災講習の実施 

 地域力推進室 

９ 
サービスの向上と 

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 

・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 

・若手職員プロジェクトチーム等による取組の検討，提案 

・職員有志プロジェクト（なかなかＰＪ）による検討，提案 

・研修等を通じた法令遵守の徹底 

 
全課 

地域力推進室 

 



 

 

基本方針 

重点方針 

２７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 

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等による積極

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での区内の史跡等を題材にした「クイズ

しらべて中京」の連載 
 地域力推進室 

２ 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 

・「子ども体験講座（子ども京菓子作り体験教室）」  

（参加者：９３名）の開催 

・「中京区民ふれあいまつり２０１５」 

（参加者：約 2３,000 名）の開催 

・「歴史文化探訪バスツアー」（参加者：７５名）の開催 

・中京区民ふれあい健康ウォーキング事業 

（参加者：１８４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 

・制度の周知と新展開が期待できる利用の促進 
・センサーライトの設置など，学区の安心安全のための活動に

対する支援 （７学区 交付総額：5２5 千円） 
 地域力推進室 

４ 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 ・ゼスト御池を拠点会場とした水災害訓練の実施  地域力推進室 

５ 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 

・委員会（２回）の開催 

・地域福祉シンポジウム（区民集会）の開催（１回，参加者：

約１６０名） 

・制度の狭間や社会的孤立状態にある方々を支援する「地域あ 

 んしん支援員」関連の対象ケース選定会議（２回）及び進捗管

理を行う支援会議（６回）の開催 

 支援保護課 

６ 
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，センター 

  運営会議，専門職会議及びリーダー会議の開催 

・他職種の参画及び連携により，ネットワークの構築 

  を強化 

・センターが主催する地域ケア会議の取組を支援し， 

  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） 

・連携の強化を図るため，歯科医師会，薬剤師会，訪問看護ス

テーション協議会，認知症連携の会が新たに協議会に参画 

・センター運営会議，専門職（３職種）会議の開催 （各会議月

１回） 

・新たに日常生活圏域レベルを加えた各地域ケア会議（地域福

祉組織中心・個別ケース検討）の取組の支援 

 

支援保護課 



 

 

基本方針 

重点方針 

２７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 

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」，「子育て支援ネットワ

ーク会議」の開催 

・「中京区要保護児童対策地域協議会」の代表者会議，

実務者会議，個別検討会議の開催 

・「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

子育て支援を行う関係機関・団体等との調整 

・「発達支援ネットワーク」の充実強化を図り，児童福

祉関係機関及び教育機関の連携強化への寄与 

・「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」の開催（11 回） 

・「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（適宜）の開催 

・「赤ちゃんサポート情報便」事務局として関係機関，団体の子

育て支援活動への支援 

・「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

援を行う関係機関・団体等との連絡調整 

 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），運営会議（毎月 1 回）に参画 

・児童専門部会等に参加し，専門性の向上を図る 

・全体会議（１回）及び運営会議（月 1 回）に参画 

・専門性の向上のため，医療ケア部会の運営に参画 
 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の開催 

・サポーターと大学（同志社大学）との協働による，

ロコモ予防普及活動の啓発 

・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養成講座の実施（新規登録者８名） 

・サポーター勉強会の開催（月２回） 

・サポーターによる高齢者対象の健康教室にて体操の実施 

 （７ヶ所，延べ１１回） 

・サポーターと学生の協働によるウォーキングイベントの開催 

・ふれあいまつりでのロコモ予防普及啓発 

・食育指導員の活動サポート（連絡会を年４回開催，食育指導

員によるクッキング教室に対する支援） 

 
健康づくり 

推進課 

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 

・一般，地域役員等を対象に地域出張型研修の開催 

・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 

・当事者の思いを反映したネットワーク活動の実施 

・ホームページを作成し，普及・啓発の充実を図る 

・一般向け健康教育（1 回），民生児童委員を対象にした研修会

（1 回）の開催  

・区役所ホームページを通した普及・啓発の実施 

・区民ふれあいまつりでの精神保健福祉に関する啓発 

・区役所ロビーでの関係機関活動紹介（2 回） 

 
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 

・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 

・地域住民・各種団体によるごみ減量の取組活動を支援 

・公園や小学校等での有害・危険ごみや資源ごみの回収 

・地域や児童館でのイベント等で，ごみ分別学習を実施 

 環境政策局 



 

基本方針 

重点方針 

２７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 

12 

正確かつ迅速な事務の 

執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 

・内容確認の徹底と迅速な住民票等の交付 

・ホームページにて窓口の混雑時期等について掲示 

・近隣の証明書発行コーナー案内用ポスターの掲示 

 

市民窓口課 

13 
保険料の公平・公正な 

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 

・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 

・区目標徴収率の達成 

・口座振替，窓口でのペイジーの勧奨 

・きめ細かな納付相談，納付指導の実施 

 

福祉介護課 

保険年金課 

14 
医療及び年金制度の 

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 

・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 

15 
食品衛生の普及啓発 

事業の実施 

・食品関係事業者や消費者に対する食の安全に関する

講習会の実施 

・リスクコミュニケーション事業の推進 

・事業所の営業形態に即した講習会の実施 

・「和菓子づくりから学ぶ 食の安全安心講座」の開催 

・市民しんぶん中京区版や中京ベビーズサポートマーケットプ

ロジェクトブログへの食品衛生啓発記事の掲載 

 

衛生課 

16 

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：春季１７施設，秋季 1６施設，３回／１季１施設

（＝延べ９９回） 

・その他のホテル及び旅館の立入調査・指導 

 ホテル：２９施設，旅館：５６施設，簡易宿所：６６施設（＝

延べ３６８回） 

 

衛生課 

17 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 
・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 

18 
中京区役所業務継続計画

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 

・市計画変更，人事異動を反映した計画の改正 

 

地域力推進室 



 

基本方針 

重点方針 

２７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 
19 

中京区災害対策本部機能

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 

・中京区防災会議の開催 

・地域における見守り活動促進事業の支援 

・福祉避難所の周知 

 

 

全課 

地域力推進室 

支援保護課 

 

 


