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Ⅰ 平成１８年度実施状況及び平成１９年度実施計画の概要

「市民参加推進計画」については，平成１５年８月に施行した「市民参加推
進条例」において５年を超えない期間ごとに見直すことと定めていることから，
「京都市市民参加推進フォーラム」からの提案や市民からのパブリック・コメ
ント，これまでの計画の取組状況等を踏まえ，当初計画の策定から５年目とな
る平成１８年１２月に改訂を行った。
改訂計画においては，
「市民のち・か・ら」をキーワードに「市政参加に関す
る制度の着実（ちゃくじつ）な運用」，
「市民活動への支援と協働による活力（か
つりょく）ある取組を推進」，「庁内の推進体制の整備による羅針盤（らしんば
ん）としての情報提供の充実」に留意し，更なる市民参加の推進に努める。
（単位：件）
項

目

実

績

計

画

１５年度

１６年度

１７年度

１８年度

１９年度

アンケート，モニター調査

１６

２０

２１

２４

２１

審議会等の公開

５３

８１

１０３

８９

９２

公募委員が在籍する審議会等

２４

４２

４７

４９

５２

パブリック・コメント

１９

２３

２０

２５

１３

ワークショップの実施数

３９

５２

４２

４３

３６

団体や企業が参加する機会を確

２９
４３
４９
５９
５８
保する取組
注） 市民参加推進条例第７条に定める審議会等については，１７年度１６０件あり，１８年
度１４９件ある。総数が減少しているのは，指定管理者の選定や計画の策定等により設置
した審議会等を廃止したため。

１ 市政運営の各過程における参加の制度や仕組みの拡充に向けた取組
（１）市民ニーズを把握し，政策・施策に結びつける仕組みの拡充
（18 年度 6 ページ，19 年度 23 ページ）

市民のニーズを把握し，それを政策・施策・事業等に反映させていくため，
従来から取り組んできたアンケート，モニター調査等の広聴の取組を改善・
充実させるとともに，インターネットなど新しい媒体を利用して広く市民ニ
ーズを把握することに努める。
平成１８年度においては，
「京のごみ戦略２１」の進ちょく状況や路上喫煙
に関するアンケートなどを実施するとともに，政策評価の一環として「京都
市市民生活実感調査」を実施した。
平成１９年度においては，市のホームページ上でパブリック・コメントに
関する情報等を分かりやすく発信する仕組を構築するなど，これまでの取組
を充実させる。
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改訂計画の主な新規事業
事業名

概

要

ホームページを活用したパブ

市のホームページ上に，パブリック・コメントに

リック・コメントに係る総括情

関する情報やパブリック・コメントの実施状況や実

報の発信

施結果を分かりやすく発信する仕組を構築する。

（２）より参加しやすい審議会等の運営の促進
（18 年度 6 ページから 10 ページまで，19 年度 23 ページから 27 ページまで）

審議会等の公開については，平成１６年度から公開可能な審議会等の全
てを公開しているが，引き続き，審議会等の公開や審議会等委員の公募を
進めるとともに，より市民公募委員が積極的に審議に参加できるよう，委
員同士の知識や思いを醸成する機会や場の提供に努める。
平成１８年度においては，本市の審議会等に在籍する市民公募委員の情
報交換や自主学習の場を設け，市民公募委員同士の交流を図ることを目的
に，「市民公募委員交流会」を開催した。
平成１９年度においては，「京都市みやこユニバーサルデザイン審議会」
や新設した「京都市国際化推進プラン（仮称）策定委員会」などへの市民
公募委員の参画，審議会等を運営する所管課向けに審議会等に関する事務
をまとめたガイドラインを作成するなど，参加しやすい審議会等の運営の
促進を図る。
改訂計画の主な新規事業
事業名
「市民公募委員交流会」の開
催
「審議会等運営ガイドライン
（仮称）」の作成
ホームページを活用した審議
会等に係る総括情報の発信

概

要

審議会等に在籍する市民公募委員の情報交換や自
主学習の場を設け，市民公募委員同士や市民の交流，
スキルアップを図る。
より開かれた審議会等の運営を促進するため，審
議会等を運営する所管課向けに，審議会等に関する
事務をまとめたマニュアルを作成する。
市のホームページ上で審議会等に関する情報（開
催案内，会議録等）を一括して発信する仕組を構築
する。
庁内の情報共有を図るため，審議会等における女

庁内情報システムを活用した

性委員の登用状況等をデータベース化し，庁内イン

女性人材情報の提供

トラネットにおいて情報提供する仕組みを構築す
る。
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（３）市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充
（18 年度 10 ページから 14 ページまで，19 年度 27 ページから 30 ページまで）

平成１８年度においては，本市の重要施策等に対するパブリック・コメ
ントの実施や，市民，団体及び企業等の事業実施段階への参加を推進する
ためのワークショップ手法の活用など，市民との協働の取組を推進した。
平成１９年度においては，これまでの評価の取組を恒久的，継続的なも
のとし，より一層，各評価制度を充実させるため，
「京都市行政活動及び外
郭団体の経営の評価に関する条例（仮称）」を制定するなど，更に市政運営
の各過程での参加の仕組みを充実する。
改訂計画の主な新規事業
事業名

概

要

評価の目的をはじめ，評価の手法や，評価結果の
京都市行政活動及び外郭団体

活用方法等，総合的・体系的な評価の仕組みを確立

の経営の評価に関する条例（仮

し，
「効果的かつ効率的な京都市政の実現」と「市民

称）の制定

への説明責任と市民の視点に立った市政運営」を実
現する。

２ 地域における市民主体のまちづくり活動とその支援
（１）自主的な活動を始める手がかりの提供
（18 年度 14 ページから 15 ページまで，19 年度 31 ページから 32 ページまで）

平成１８年度においては，地域のボランティア団体による自主的な美
化・緑化活動を支援する「街路樹里親制度」や学校を中核とした地域コミ
ュニティの更なる発展を目指す「学校ふれあいパーク」を実施した。
平成１９年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させる
ほか，地域で利用可能なスペースを有効活用した身近なまちづくり活動拠
点「暮らしの工房」の全区への拡大を目指す。
改訂計画の主な新規事業
事業名

概

要

地域のボランティア団体による自主的な美化・緑
街路樹里親制度の実施

化活動を支援するため，街路樹への水やりや花植え，
落ち葉の清掃などに取り組む団体に対して，清掃道
具の支給や集めた落ち葉で作る堆肥を提供する。
校庭や中庭の一角を利用し，地域住民や児童・生

「学校ふれあいパーク」の実施

徒が気軽にふれあえる場をつくり，完成後にふれあ
い交流活動を実施する。
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（２）市民力・地域力を高める取組への支援
（18 年度 16 ページから 17 ページまで，19 年度 32 ページから 33 ページまで）

平成１８年度においては，高齢者が長年培った経験やノウハウを活かし，
自主的なグループ活動等を通じて生きがいと社会参加を促進するとともに
地域の活性化に寄与すると認められる活動を支援する「はつらつ高齢者ま
ちづくり支援事業」などを実施した。
平成１９年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させる
ほか，地域や学校，家庭，職場その他様々な場所において，消費生活に関
する啓発活動を行う「くらしのリーダー」
「くらしのみはりたい」を新しく
創設するなど，これまでの取組を充実させる。
改訂計画の主な新規事業
事業名
はつらつ高齢者まちづくり
支援事業

概

要

高齢者が行っている仕事起こし等のグループ活動
に対し，補助金の交付や経営アドバイザーの派遣等
により支援を行う。
地域や学校，家庭，職場その他様々な場において，

地域における安心・安全な消費

消費生活に関する有益な取組を実践し，リーダーと

生活の推進（「くらしのリーダー」 して活躍できる人材を養成するとともに，近隣の高
「くらしのみはりたい」）

齢者等を見守り，被害情報等について通報する仕組
を創設する。

（３）地域における多様な活動主体の相互の交流・連携の促進
（18 年度 18 ページから 20 ページまで，19 年度 34 ページから 36 ページまで）

平成１８年度においては，住民主体の先進的な取組の事業の立ち上げな
どに当たり，事業費の一部の助成を行う「京（みやこ）
・地域福祉パイロッ
ト事業」などを実施した。
平成１９年度においては，まちづくりに関する専門的な立場から，地域
における自主的な活動の支援や「まちづくり事業」全般の企画，運営に対
して助言等を行う「まちづくりアドバイザー」を増員するなど，これまで
の取組を充実させる。
改訂計画の主な新規事業
事業名

概

要

地域における自主的なまちづくり活動の支援や，
「まちづくりアドバイザー」の
配置

区役所・支所におけるまちづくり事業全般に関する
企画，運営に対する助言等を行う。主な業務として，
地域における自主的なまちづくり活動支援，各区基
本計画の推進に関するアドバイスなどを行う。

4

３

情報の提供・公開と共有
（18 年度 21 ページから 22 ページ，19 年度 36 ページから 37 ページまで）

平成１８年度においては，市民の関心の高い施策や事業について担当職員
が出向いて説明する「京都市政出前トーク」等を実施するとともに，経済・
文化観光関係団体等と合同で研修を行う「公民交流セミナー」を実施した。
平成１９年度においては，印刷物のユニバーサルデザイン化を進める手引
の作成や市のホームページ上で公文書の目録を検索する仕組を構築するなど，
引き続き，これまでの取組を充実させる。
改訂計画の主な新規事業
事業名

概

要

色使いを含めた印刷物作成，誘導や案内のための
わかりやすい情報提供につい

サイン計画等をテーマに，ユニバーサルデザインの

てのアイデア・ヒント集の作成

視点から配慮すべきことがらを掲載した冊子「だれ
もが分かりやすい情報提供（仮称）
」を発行する。

公式サイト「京都市情報館」の
リニューアル
「公民交流セミナー」の開催

４

市政情報を迅速に発信するため，公式サイト及び
各局等のホームページの見やすさ，使いやすさの向
上を図りつつ，更なる内容の充実に取り組む。
経済・文化観光関係団体等と本市が共催で共通の
テーマに基づき，合同で研修を実施する。

計画を着実に進めるために
（18 年度 22 ページ，19 年度 37 ページから 38 ページまで）

平成１８年度においては，市民参加を進めるうえでの課題等について，市
民同士で意見交換を行う，「市民参加円卓会議」を開催した。
平成１９年度においては，市民参加推進フォーラムとの連携により，市民
参加に関する啓発冊子を発行するなど，引き続き，市民参加推進計画を着実
に進めるための取組を実施する。
改訂計画の主な新規事業
事業名
市民参加に関する啓発冊子の
発行

概

要

市民参加推進フォーラムとの連携により，市民向
けの市民参加に関する事例集等を作成・発行する。
時事問題や市政の重要課題等について考える機会

「市政セミナー」の実施

を設け，市政の推進に役立てるとともに，自己研さ
ん意欲を高めるため，職員を対象とした研修を実施
する。
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Ⅱ 18年度実施状況
１ 市政運営の各過程における参加の制度や仕組みの拡充に向けた取組
（１）市民ニーズを把握し，政策・施策に結びつける仕組みの拡充
アンケート，モニター調査
局名等

主な事業名
京都市市民生活実感調査

総合企画局

市政総合アンケート（「①京都の文化芸術」，「②災害に強い安心安全なまちづく
りの実現」，「③歩いて楽しいまちなか戦略」）
「市長への手紙」の活用
市政情報総合案内コールセンターの活用

総務局

京都市市民応対窓口サービス評価制度

環境局

「京のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等調査

文化市民局

保健福祉局

路上喫煙に関する市民アンケート調査
消費生活モニター
保健福祉サービスアセスメント事業にかかるアンケート調査
京都市障害者生活状況調査
安心すまいづくり推進事業におけるアンケート調査

都市計画局

京都市市営住宅入居希望者に対するアンケート調査
ＬＲＴ及び交通社会実験に関するアンケート，実験バス乗車モニター調査

建設局
北区役所

伏見西部第四地区土地区画整理事業に関するアンケート調査
「お客様の声」の設置

左京区役所

新左京区総合庁舎に関するアンケート調査

東山区役所

修道いきいきネットワークによるアンケート調査

下京区役所

人権を考えるつどいにおけるアンケート調査
人権学習会，小中学生による人権ポスター展におけるアンケート調査

右京区役所

「右京のまちづくりを区民の皆さまとともに（右京区運営方針）」についての意
見・提案募集

伏見区役所

「伏見ルネッサンスプラン」の策定に関するアンケート調査

上下水道局
教育委員会

上下水道モニター
「お客さまの声を上下水道局へ」の設置
学校歴史博物館入館者アンケート調査

（２）より参加しやすい審議会等の運営の促進
ア

審議会等の公開
局名等

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会
京都市市民憲章推進会議

総合企画局

京都市市民参加推進フォーラム
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち京都推進会議
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京都市個人情報保護審議会
京都市情報公開制度運営審議会
総務局

京都市市政改革懇談会
京都市歴史資料館評議員会
京都市外国籍市民施策懇話会
京都市環境審議会

環境局

京都市廃棄物減量等推進審議会
京都市環境影響評価審査会
京都市美化推進等対策審議会
京都文化芸術都市創生審議会
京都市美術館評議員会
京都芸術センター評議会
京都会館再整備検討委員会
元離宮二条城保存整備懇談会
京都市文化財保護審議会
京都市生活安全施策懇話会

文化市民局

京都市路上喫煙防止条例（仮称）検討委員会
京都市町名，町界変更審議会
京都市市民活動総合センター評価委員会
京都市人権文化推進懇話会
京都市消費生活審議会
京都市男女共同参画審議会
京都市青少年活動推進協議会
京都市スポーツ施設指定管理者選定委員会
京都市産業科学技術振興計画策定委員会
京都市大規模小売店舗立地審議会
京都市商業集積検討委員会
京都市伝統産業活性化推進審議会
京都市中央卸売市場第一市場運営協議会

産業観光局

京都市中央卸売市場第一市場水産物部取引委員会
京都市中央卸売市場第一市場青果部取引委員会
京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会
京都市中央卸売市場第二市場運営協議会
京都市中央卸売市場第二市場取引委員会
京都市域産材普及推進委員会
合併記念の森計画検討委員会
京都市社会福祉審議会
京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

保健福祉局

京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会
京都市障害者施策推進協議会
京都市精神保健福祉審議会
京都市地域福祉推進委員会
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京都市国民健康保険運営協議会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
保健福祉局

京都市医療施設審議会
京都市・食の安全推進協議会
京都市動物愛護推進協議会
京都市都市計画審議会
京北地域の土地利用の規制・誘導のあり方に関する検討会
洛西ニュータウンまちづくり検討会
河原町地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
稲荷地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

都市計画局

桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
京都市美観風致審議会
時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会
京都市開発審査会
京都市ＥＳＣＯ事業提案審査委員会
京都市住宅審議会
京都市すまい・まちづくり活動支援制度に係る審査会
京都市建設局指定管理者選定等委員会

建設局

京都市公共事業再評価委員会
京都市廃自動車認定等委員会
京都市都市緑化推進協議会

北区役所

北保健所運営協議会

上京区役所

上京保健所運営協議会

左京区役所

左京保健所運営協議会

中京区役所

中京保健所運営協議会

東山区役所

東山保健所運営協議会

山科区役所

山科保健所運営協議会

下京区役所

下京保健所運営協議会

南区役所

南保健所運営協議会

右京区役所

右京保健所運営協議会

西京区役所

西京保健所運営協議会

伏見区役所

伏見保健所運営協議会

消防局
交通局

京都市防災会議
京都市国民保護協議会
京都市交通局指定管理者選定等委員会
教育実践功績表彰選考委員会議
京都市社会教育委員会議

教育委員会

京都市視聴覚センター運営委員会
京都市図書館協議会
総合育成支援教育の今後のあり方検討プロジェクト会議

保健福祉局
教育委員会

京都市子どものための市民憲章懇話会
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イ

公募委員が在籍する審議会等
局名等

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会

総合企画局

京都市市民参加推進フォーラム
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち京都推進会議
京都市個人情報保護審議会
京都市情報公開制度運営審議会

総務局

京都市市政改革懇談会
京都市歴史資料館評議員会
京都市外国籍市民施策懇話会

環境局

京都市環境審議会
京都市廃棄物減量等推進審議会
京都文化芸術都市創生審議会
京都市生活安全施策懇話会
京都市市民活動総合センター評価委員会

文化市民局

京都市人権文化推進懇話会
京都市消費生活審議会
京都市男女共同参画審議会
京都市青少年活動推進協議会専門委員会
京都会館再整備検討委員会
京都市伝統産業活性化推進審議会

産業観光局

京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実対策戦略委員会
京都市域産材普及推進委員会
合併記念の森計画検討委員会
京都市社会福祉審議会
京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会

保健福祉局

京都市地域福祉推進委員会
京都市国民健康保険運営協議会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
京都市・食の安全推進協議会
河原町地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
稲荷地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

都市計画局

京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会

建設局
北区役所

京都市都市緑化推進協議会
北保健所運営協議会

上京区役所

上京保健所運営協議会

左京区役所

左京保健所運営協議会

中京区役所

中京保健所運営協議会

東山区役所

東山保健所運営協議会
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山科区役所

山科保健所運営協議会

下京区役所

下京保健所運営協議会

南区役所

南保健所運営協議会

右京区役所

右京保健所運営協議会

西京区役所

西京保健所運営協議会

伏見区役所

伏見保健所運営協議会
京都市社会教育委員会議

教育委員会

京都市視聴覚センター運営委員会
京都市図書館協議会

（３）市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充
ア

パブリック・コメント
局名等
総合企画局
総務局

主な事業名
京都市市民参加推進計画（中間見直し素案）
京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例（仮称）案
京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例（仮称）案
きょうと男女共同参画推進プランの新たな展開について「中間報告」
「京都市ユースアクションプラン－第２次京都市青少年育成計画－」中間報告

文化市民局

「（仮称）京都市路上喫煙等の禁止に関する条例」骨子（案）
京都市消費生活基本計画（素案）
京都文化芸術都市創生計画（素案）
京都市伝統産業活性化推進計画中間報告

産業観光局

京都市産業科学技術振興計画（仮称）骨子案
京都市商業集積ガイドプランの見直し案
京都市中央卸売市場第一市場マスタープラン（案）

保健福祉局

平成１９年度京都市食品衛生監視指導計画
第１期京都市障害福祉計画（案）
京北地域の土地利用ルールのあり方取りまとめ案
洛西ニュータウンまちづくりビジョン（案）
建築基準法による位置指定道路の基準の見直し

都市計画局

新たな景観政策の素案
河原町地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想（素案）
稲荷地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想（素案）
第二次京都市景観計画（素案）

都市計画局

新・京都市南部創造まちづくり推進プラン（仮称）案

伏見区役所

伏見ルネッサンスプラン（素案）

消防局
保健福祉局
教育委員会

京都市国民保護計画（素案）
京都市子どものための市民憲章（仮称）素案
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イ

ワークショップ
局名等
総務局

主な事業名
京都市事務事業評価委員会の補助機関であるサポーターチームの活動
「ウィングスフォーラム２００６」の企画，運営，実施

文化市民局

左京区総合庁舎整備事業
地域の安心安全ネットワーク形成事業
和（わ）い輪（わ）い人権学習会

産業観光局

林業活性化対策（京の山杣人の工房事業）
ニュータウンにおける土地利用に関する調査
楽只市営住宅建替事業（新２棟）
楽只市営住宅建替事業（新３棟）

都市計画局

崇仁市営住宅建替事業（南部新２棟）
京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣
職住共存地区整備推進事業
京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務
桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務
都市公園整備事業

建設局

天神川駅（仮称）周辺整備事業
伏見西部第五地区土地区画整理事業

北区役所

災害に強い安心・安全のまちづくりの推進
北区不法投棄防止啓発～「ごみより花を」大作戦～

上京区役所

上京歴史探訪館の運営（ボランティア研修）

左京区役所

新左京区総合庁舎市民参加ワークショップ

中京区役所

わがまち中京総点検

東山区役所
山科区役所

東山・まち・みらい塾
安心・安全のまちづくりに向けた「いきいきマニュアル」の作成
山科区フラワーロード推進事業

南区役所

「安心安全のまちづくり」「高齢者ネットワークづくり」ワークショップ（陶化，
梅逕，祥豊）

右京区役所

「自然災害から生命，身体を守る！」区民とともに取り組む右京区防災のまちづく
り

西京区役所

西京塾（西京区基本計画推進事業）
人権強調月間ワークショップ
「伏見リサイくるっとフリマ」ワークショップ

伏見区役所

「伏見ルネッサンスプラン」ワークショップ
「まちづくり交流パビリオン」ワークショップ
身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
自主防災リーダーの養成

消防局

防火アドバイザーの養成
我が家の防火診断士の養成
少年消防クラブの指導
文化財レスキューリーダーの養成

11

生涯学習コーディネーター養成講座
青少年科学センターボランティア養成講座
教育委員会

総合育成支援教育ボランティア養成講座
下京中学校開校委員会プロジェクト
大風流２００６

ウ

団体や企業が参加する機会を確保する取組
局名等

主な事業名
「京のアジェンダ２１フォーラム」の活動
京都市ごみ減量推進会議の取組
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
京都市まちの美化推進事業団の活動

環境局

京エコロジーセンター運営事業
京都市ごみ減量

めぐるくん推進友の会活動

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施
まちの美化推進住民協定の締結促進
友・遊・美化パスポート事業
京都市まちの美化シティーポリスクラブの活動
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
ヒューマンステージ・イン・キョウト
文化市民局

京都文化芸術都市創生条例施行に関する説明会
京都文化芸術都市創生計画（素案）に関する説明会
京都文化芸術都市創生条例制定記念フォーラム「みんなで進める文化芸術都市・京
都の創生」
京都市「障害者週間」市民啓発事業
京都市障害者福祉総合展
京都市障害者体育大会

保健福祉局

京(きょう)いきいき・ボランティアまつり
京都やんちゃフェスタ
子ども・子育ていきいきフェア
笑顔いっぱい・元気いっぱい保育フェスタ
市民すこやかフェア

都市計画局

市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業
地域の自転車等駐車対策協議会（京阪伏見桃山駅・近鉄桃山御陵前駅）

建設局

地域の自転車等駐車対策協議会（ＪＲ太秦駅）
地域の自転車等駐車対策協議会（円町駅）
地域の自転車等駐車対策協議会（中書島駅）

北区役所
上京区役所

憲法月間人権啓発パレード
上京区基本計画の推進（人づくりものづくりふれあい上京２１推進会議)
人権ひろば綿林のつどい

左京区役所

岡崎人権のつどい
心ときめき芸術祭及び講演会
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東山区関係機関連絡調整会議
東山区役所

東山３Ｋ（観光・交通・環境）協力金会議の運営
自転車等放置防止の取組推進
憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい

下京区役所

環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」
人権月間街頭啓発と人権学習会

南区役所
西京区役所

南区こころの健康を考える会・発表会
憲法月間研修会・街頭啓発，講演会
人権月間研修会・街頭啓発，バスツアー，小中学生絵画書道作品展
伏見リサイくるっとフリマ
伏見区政治・文化セミナー
伏見西部ふれあいプラザ・深草ふれあいプラザ・醍醐ふれあいプラザ
伏見区民文化フェスティバル

伏見区役所

憲法月間街頭啓発，人権ゆかりの地を訪ねて，人権啓発書道展，人権啓発パネル展
ふしみ人権の集い，学習会
伏見区人権啓発協議会総会・研修会
人権講座
人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展
伏見区こころの健康を考える集い・講演会

消防局

平成１９年京都市消防出初式
救急フェア
京都市生涯学習市民フォーラム事業

教育委員会

学校評議員制度
学校運営協議会
生涯学習コーディネーター養成講座

保健福祉局
教育委員会
エ

子どもを共に育む「市民憲章」制定記念の集い

政策の評価
局名等
総合企画局

主な事業名
政策評価のための「京都市市民生活実感調査」
「京都市政策評価制度評議会」への市民公募委員の参画

総務局

事務事業評価の実施

環境局

「京のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等調査結果による評価

建設局

公共事業評価

教育委員会

学校評価システム
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オ

その他の施策・事業
局名等

主な事業名
市民公募委員交流会の開催
市民参加円卓会議の開催

総合企画局

電子会議室の実施（①「インターネットを使ったコミュニケーションを考える～電
子会議室ご意見箱～」，②「みんなで考えよう水垂地区の公園づくり～市民に親し
まれる新たなスポーツ拠点施設を目指して～」，③「市民公募委員ことばの貯金
箱」，④「市民活動なんでも相談室」）

理財局

住民参加型市場公募債京都浪漫債の発行

環境局

環境フォーラムの実施

文化市民局

きょうと男女共同参画推進プランの中間見直しに係る意見交換会の開催

保健福祉局

区地域福祉推進委員会の設置
高度集積地区整備推進協議会の開催

都市計画局

嵐山交通対策研究会，東山交通対策研究会の開催
歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会の開催
ＬＲＴの検討に係る意見交換会の開催

左京区役所

平成１９年度左京区運営方針の策定に係る関係団体への意見聴取

東山区役所

東山交通対策研究会の運営

伏見区役所

平成１９年度伏見区運営方針の策定に係る関係団体への意見聴取

交通局
上下水道局

小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験の実施
「哲学の道」桜並木保全育成に係る取組
教育改革推進会議の開催
総合育成支援教育の今後のあり方検討プロジェクト会議の開催

教育委員会

京都市子ども安全会議の開催
乳幼児子育て支援研究プロジェクトの開催
こどもみらい館企画推進会議へのこどもみらい館利用者の参加
「京都市立総合養護学校版デュアルシステム」の推進

２ 地域における市民主体のまちづくり活動とその支援
（１）自主的な活動を始める手がかりの提供
局名等

主な事業名
「市民しんぶん」，ホームページ等による市政情報の提供

各局区等

「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供
１９６テーマにより京都市政出前トークの実施

総合企画局
総務局

安心安全コミュニティトークの実施
プラハ市との姉妹都市提携１０周年事業の実施
ボランティア美化活動助成事業の実施
友・遊・美化パスポート事業の実施

環境局

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施
京都市ごみ減量推進会議の取組
廃食用油回収活動の支援
環境家計簿活動の実施
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「文化ボランティア」の登録及び通信誌「文化ボランティアきょうと」発行による
情報提供
文化市民局

青少年活動センターの運営
「暮らしの工房」づくり支援事業の推進
京都市市民活動総合センターの運営

保健福祉局

福祉ボランティアセンターにおけるボランティア募集情報の提供

都市計画局

すまいスクール出張版の実施（耐震改修編，分譲マンション編，悪質リフォーム商
法対策編）
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

建設局
北区役所

街路樹里親制度の実施
公園愛護協力会活動の支援
北暮らしの工房「新大宮ふれあいホール」の設置，運営

上京区役所

上京暮らしの工房の運営

中京区役所

「中京区まちづくり案内板」の運営

東山区役所

東山暮らしの工房の運営

右京区役所

「うきょう」エコライフチャレンジメイトの運営

西京区役所

「西京まち・ひと・情報データバンク（にしきょう・ねっと）」の運営
きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の取組
「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

伏見区役所

地域の安心安全ネットワーク形成事業（１８年度新規分）の取組
醍醐安全フェアの実施
伏見暮らしの工房「伏見夢空間」の運営
深草暮らしの工房「竹と緑」の設置，運営
第２４回文化財・市民講座の開催
消防の図画・ポスター・作文の募集

消防局

市民防災会議の開催
京都市総合防災訓練の実施
桂川・宇治川・木津川合同水防訓練の実施
防火ふれあいコンサートの開催
地下鉄醍醐車庫見学会の開催

交通局

地下鉄（二条～天神川間）延伸トンネルウォークの開催
アートパフォーマンスｉｎ山科駅の開催
主要地下鉄駅におけるＡＤポストの設置

上下水道局

「下水道の日」に関する取組としての施設見学会の開催
夏休み親子下水道教室の開催
「学校ふれあいパーク」の実施
「学校ふれあいサロン」の運営
「学校コミュニティプラザ」事業の実施

教育委員会

「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業の実施
体育施設開放委員会の取組
京都市生涯学習市民フォーラム事業の実施
情報通信機器を活用した生涯学習の推進
市民スクール２１の実施
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（２）市民力・地域力を高める取組への支援
局名等
総合企画局
環境局

主な事業名
安心安全コミュニティトークの実施
京都市地域ＩＴアドバイザー研修の実施
環境ボランティア「エコメイト」，地域リーダー「京エコサポーター」の育成
市民活動に関する情報提供・各種相談
市民活動に関する各種講座の開設
若者の社会参加活動の推進（ライブキッズの運営・実施）

文化市民局

若者の意見を市政やまちづくりに生かす場づくり（青少年市政参画プロジェクト
（WACCORD）の取組の推進）
集会所新築等補助の実施
市民活動に関する助成金情報の収集・提供
地域文化会館におけるフランチャイズ（地域拠点）化事業の実施

産業観光局

観光ボランティアの推進
市民と耕す農業支援事業の推進
高齢者仲間づくり支援事業の実施
介護相談員派遣事業の実施

保健福祉局

ユニバーサルデザインアドバイザー派遣事業の実施
高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座
はつらつ高齢者まちづくり支援事業の取組
高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サポート助成事業の実施
京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家の派遣
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

都市計画局

景観・まちづくり大学の実施
京町家まちづくりファンドによる京町家改修助成
地域住民・事業者の主体的な都心のにぎわい創出支援

北区役所

北区まちづくり活動支援事業（「いきいき北区プラン・フォローアップ事業」）の
取組

左京区役所

左京に息づく伝統文化の保存・継承と観光の振興

中京区役所

中京区にぎわいのあるまちづくり支援事業の取組

東山区役所
下京区役所
南区役所

安心・安全のまちづくりに向けた「いきいきマニュアル」の作成
いきいきネットワーク（保健・医療・福祉・防災・防犯）の活動支援
下京こころのふれあいネットワーク事業の実施
「安心安全のまちづくり」「高齢者ネットワークづくり」ワークショップ（陶化・
梅逕・祥豊学区）の開催
安心・安全の講演会（上鳥羽学区）の開催

右京区役所
西京区役所

右京区まちづくりフォーラムの開催
右京区まちづくり支援制度の取組
「なくそう犯罪」みんなで進める安心安全のまちづくりの実施
きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の開催

伏見区役所

伏見区まちづくり支援事業（新規５事業，継続５事業）の取組
「伏見ルネッサンスプラン」の策定
「伝える・つながる・支えあう」地域子育て支援情報の発信
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なやまち住まい交流会の開催
納所川のゴミ調査（清掃含）と生きもの調査並びにマップづくり
伏見区観光レンタサイクル製作
暮らしの安心・安全・便利シート制作
淀納所スタンプラリーの実施
淀新町創生・トゥインクルスターフェスティバルの開催
安心して暮らせる深草東部の地域づくりの開催
伏見区役所

伏見の子ども意識調査の実施
伏見区民文化フェスティバルの開催
わがまち深草

いきいき探訪の開催

「醍醐セーフティゾーン」の実現
改進ふれあいフェスタの開催
「学びとふれあい」のための事業実施
文化フェスティバルの開催
伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催
自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成
文化財市民レスキュー体制の確立，文化財レスキューリーダーの養成
防火防災指導（学区・町内等の防災訓練，研修，つどい，パレード，映画会など）
の実施
応急手当の普及啓発（救命（普通・上級）講習，応急手当普及員講習，救急指導）
の実施
幼少年に対する防火防災教育（少年消防クラブの指導，小学校の授業への講師派遣
など）の実施
消防局

地域と事業所との防災ネットワークづくり
消防署見学・展示会の開催
我が家の防火診断士の養成
老人クラブ等地域各種団体に対する防火安全指導の実施
旅館業協会等関係団体への支援
自衛消防隊連絡協議会の支援
市民への自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出事業の実施
地域力を活かした住宅用火災警報器設置促進事業の実施
大風流２００６の開催
「学生ボランティア」学校サポート事業の実施
生涯学習コーディネーター養成講座の開催
子育て支援ボランティア養成事業の実施
地域子育て支援ボランティア養成事業の実施
乳幼児子育てサポート推奨事業の実施

教育委員会

子育てサークル支援講座の開催
子育てサポーター養成事業の実施
青少年科学センターボランティアの養成事業の実施
深草図書館ボランティアの活動
総合育成支援教育ボランティア養成講座の開催
全市女性団体指導者研修事業の実施
市民スクール２１女性リーダーズセミナーの開催
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（３）地域における多様な活動主体の相互の交流・連携の促進
局名等
総合企画局

主な事業名
大学地域連携モデル創造支援事業の実施
大学のまち京都推進会議の活動
「京のアジェンダ２１フォーラム」の活動
地域ごみ減量推進会議の取組
京都市ごみ減量

環境局

めぐるくん推進友の会活動

コミュニティ回収活動の支援
京都市まちの美化シティーポリスクラブの活動
「京・華やぎ隊」の取組
まちの美化推進住民協定の締結促進
京都市まちの美化推進事業団の活動
地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組
京都市市民活動総合センターの運営

文化市民局

ＮＰＯ・市民活動団体と行政との協働推進のための情報提供
地域のまちづくり活動拠点となる区役所機能の強化
まちづくりアドバイサーの配置
区役所における学区担当制の検討
京（みやこ）・地域福祉パイロット事業の取組

保健福祉局

精神保健福祉ボランティア連絡協議会の取組
各区こころのふれあいネットワーク交流会の開催
京都まちづくり交流博の開催
歩いて暮らせるまちづくり構想の推進

都市計画局

洛西ニュータウンまちづくり検討会・タウンミーティング企画委員会の取組
市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業の取組
新しい京都の町並み基準「新・京（みやこ）デザイン」提案募集
北区基本計画推進事業（北区まちづくり活動支援事業「いきいき北区プラン・フォ
ローアップ事業」，地域と大学つながるネット）の取組
北区民ふれあい事業（北区民春まつり

他６事業）の取組

地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組
北区役所

北区民人権啓発事業の取組
北区総合防災訓練の開催
山間地域における住民参加型健康づくり活動支援
いきいき北区まちづくり推進会議の運営
上京区基本計画推進事業（我が学区の身近な歴史舞台再発見）の取組
人づくりものづくりふれあい上京２１推進会議の運営
ふれあい上京２１部会の運営

上京区役所

上京区民ふれあい事業（上京区民ふれあいまつり２００６
上京区文化振興会事業（上京茶会，上京薪能）の実施
地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組
上京の子どもまつり２００６の開催
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他３事業）の取組

左京区基本計画推進事業（大学のまち・左京
２事業）の取組

大学と地域の相互交流促進事業

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり２００６

他

他５事業）の取組

安心安全ネットワーク形成事業の取組
左京区役所

憲法月間

人権啓発パネル展の開催

人権強調月間

講演の集い～私たちと人権～，人権啓発パネル展の開催

人権月間「心のふれあいみんなの広場」（講演会，コンサート）の取組
左京区まちづくり推進会議の運営
中京区基本計画推進事業の取組
中京区民ふれあい事業（中京区民ふれあいまつり
中京区役所

他３事業）の取組

安心安全ネットワーク形成事業の取組
あかしやふれあい盆踊り大会の開催
あかしやふれあいまつりの開催
中京未来委員会の運営
東山区基本計画推進事業（東山・まち・みらい塾）の取組
東山区民ふれあい事業（東山区民ふれあいひろば

他３事業）の取組

平成18年度全国都市再生モデル調査「ワーキング勉強会」の実施
東山区役所

安心安全ネットワーク形成事業の取組
学びとふれあいのための事業（高齢者関連，青少年関連）の取組
東山区こころのふれあいネットワークの取組
東山まちづくり推進会議の運営
いきいきネットワーク推進プロジェクトチーム会議の運営
山科区民ふれあい事業，山科区誕生３０周年記念事業の取組

山科区役所

山科区２万人まち美化作戦の取組
山科区ごみ出しマナー№１宣言の取組
”やましな２１”推進会議の運営
下京区基本計画推進事業（下京門前町ルネッサンス

他３事業）の取組

下京区民ふれあい事業（歴史探訪の会，健康づくり教室，下京区ふれ愛ひろば，な
かまづくり（写真サークル），区民ギャラリー）の取組
下京区役所

地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組
環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」の取組
下京区総合防災訓練の開催
いきいき下京推進委員会等の運営
安心・安全ネットワーク形成事業（吉祥院学区）の取組
南区まちづくり推進会議・部会等の開催

南区役所

南区民ふれあいまつりの開催
南区子育て支援ルームの運営
「東寺のお堀はみんなできれいに」の取組
右京区民ふれあい事業（右京区民ふれあいフェスティバル
人権啓発事業の取組

右京区役所

セーフティ＆クリーン安心・安全な美しいまち右京の取組
地域における安心安全ネットワーク形成事業の取組
「右京まちづくりフォーラム」の開催
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他４事業）の取組

「右京区まちづくり支援制度」の取組
右京区役所

右京区まちづくり円卓会議の運営
右京区総合防災訓練の開催
西京まち・ひと・情報データバンク（西京区基本計画推進事業）の取組
西京塾（西京区基本計画推進事業）の取組

西京区役所

西京区３０周年記念事業の取組
地域における安心安全ネットワーク形成事業の取組
「西山文化」創造区民会議の運営
伏見リサイくるっとフリマの開催
「伏見ルネッサンスプラン」の策定
きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の開催
「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営
伏見区まちづくり懇話会の運営
伏見区総合防災訓練の開催
伏見区民ふれあい事業（伏見区民史跡めぐり，伏見区民文化祭・区民茶会，
第１４回伏見区西部ふれあいプラザ，伏見区民文化フェスティバル，深草ふれあい
プラザ，深草文化交流，第１６回醍醐ふれあいプラザ，２００６年度福祉のまち醍
醐・交流大会）の取組
憲法月間街頭啓発，人権ゆかりの地を訪ねて，人権啓発書道展，人権啓発パネル展
の開催
ふしみ人権の集い，学習会の開催
人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展の開催

伏見区役所

人権講座の開催
地域の安心安全ネットワーク形成事業（平成１７年度からの継続分）の取組
わがまち深草

いきいき探訪の取組

醍醐安全フェアの開催
まちの美化伏見区民総行動の取組
改進ふれあいフェスタの開催
「学びとふれあい」のための事業
文化フェスティバル開催
伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催
伏見区政策課題検討プロジェクト会議の運営
伏見区トップマネジメント会議
伏見区役所経営会議・深草支所経営会議・醍醐支所経営会議
伏見区行政推進会議
消防局

身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
学区・町内等に対する防災指導責任者・防災指導員の配置
おやじの会実施・充実
地域生徒指導連絡協議会の取組
みやこ子ども土曜塾の実施・充実

教育委員会

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業の実施
「地元主導」による学校統合の支援
歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定（ジュニア京都検定）の実施
人づくり２１世紀委員会の開催
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３ 情報の提供・公開と共有
局名等

主な事業名
各所属ホームページにおける行政情報の発信の充実
広報資料のホームページでの提供
京都市ホームページ「京都市情報館」において申請書ダウンロードサービスを実施
「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供

各局区等

公共施設における情報提供の充実
１９６テーマにより京都市政出前トークの実施
電子会議室の実施（①「インターネットを使ったコミュニケーションを考える～電
子会議室ご意見箱～」，②「みんなで考えよう水垂地区の公園づくり～市民に親し
まれる新たなスポーツ拠点施設を目指して～」，③「市民公募委員ことばの貯金
箱」，④「市民活動なんでも相談室」）

総合企画局・区 市民しんぶんの企画の充実
総合企画局

ホームページ及びその他の広報媒体を通じた「京都市基本計画第２次推進プラン」
の実施状況についての情報提供
「京都市市政改革実行プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開

総務局

外郭団体における情報公開の推進
公民交流セミナーの開催

理財局

「京都市財政健全化プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開
環境影響評価制度の運用における市民参加の推進
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動

環境局

環境調査結果の公開
まち美化事務所等における普及啓発活動
クリーンセンター等稼動状況についての情報提供
リーダーバンク通信／１０代が作るフリーペーパー「ｔｈｅ－ｋｅｙｓ」の発行

文化市民局

市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実
京都芸術文化情報リンク集
身体障害者リハビリテーションセンターにおけるホームページのリニューアル

保健福祉局

「出産お祝いレター」及び「子育て応援パンフレット」お届け事業
こころの健康増進センターにおけるホームページのリニューアル
「歩いて楽しいまちなかニュース」，「ＬＲＴ（新型路面電車）ニュース」，「御
池通沿道まちづくりニュース」の発行

都市計画局

「新たな景観政策」に関する説明会の実施
「新たな景観政策」に関する「都市計画ニュース」の発行（３回），新聞広告の掲
載（３回）
区役所，支所でデザイン基準等に関する資料配布

左京区役所

北部地域の緑を生かした活性化

中京区役所

「中京区まちづくり案内板」の運営

東山区役所

東山区地域安全情報ネットワークを通じたＦＡＸ情報提供の充実

南区役所
右京区役所

伏見区役所

市民しんぶん区民版モニター
市民しんぶん右京区版区民レポーターの運営
市民しんぶん右京区版紙面モニターの実施
「きらり伏見」企画の充実
「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営
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伏見区役所

防災情報システムによる文字情報の発信
まちづくり交流パビリオン
自由参観日の設定による地域，保護者の方への学校情報の発信

教育委員会

子ども安心安全情報等発信機能付ＰＴＡ・「おやじの会」ホームページの開設・充
実支援
情報通信技術を活用した生涯学習の推進

４ 計画を着実に進めるために
局名等

主な事業名
市民参加推進会議の開催
庁内誌「市民参加通信わんさか参加サロン」の発行

総合企画局

庁内情報の横断的共有手段となる市役所イントラネットの構築
「市民参加推進フォーラム」の開催
市民参加円卓会議の開催
各局区の「局区運営方針」策定に対する支援
事業実施部門への権限委譲の促進，区役所機能の強化など庁内分権の推進

総務局

市民参加を推進する職員研修の充実
公民交流セミナーの開催
市政セミナーの実施

文化市民局

市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実
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Ⅲ 19年度実施計画
１ 市政運営の各過程における参加の制度や仕組みの拡充に向けた取組
(１)市民ニーズを把握し，政策・施策に結びつける仕組みの拡充
アンケート，モニター調査
局名等

主な事業名
京都市市民生活実感調査

総合企画局

市政総合アンケート
「市長への手紙」の活用
市政情報総合案内コールセンターの活用

総務局
環境局
文化市民局

外国籍市民・意識実態調査（仮称）
国際交流関連団体調査
「京のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等調査
配偶者等に対する暴力実態調査
消費生活モニター
高齢者の生活と健康に関する調査，高齢期の生活と健康に関する意識調査

保健福祉局

新しい生きがいづくり支援策の調査・研究
保健福祉サービスアセスメント事業に係るアンケート調査

都市計画局
北区役所
東山区役所
下京区役所
右京区役所
上下水道局
教育委員会

安心すまいづくり推進事業におけるアンケート調査
「お客様の声」の設置
月輪いきいきネットワークによるアンケート調査
人権を考えるつどいにおけるアンケート調査
人権学習会，小中学生による人権ポスター展におけるアンケート調査
「右京区運営方針」についての意見・提案募集
上下水道モニター
「お客さまの声を上下水道局へ」の設置
学校歴史博物館入館者アンケート調査

(２)より参加しやすい審議会等の運営の促進
ア

審議会等の公開
局名等

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会
京都市基本計画点検委員会

総合企画局

京都市市民憲章推進会議
京都市市民参加推進フォーラム
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち京都推進会議
京都市個人情報保護審議会

総務局

京都市情報公開制度運営審議会
京都市市政改革懇談会

23

京都市歴史資料館評議員会
総務局

京都市外国籍市民施策懇話会
京都市国際化推進プラン（仮称）策定委員会
京都市環境審議会
京都市廃棄物減量等推進審議会

環境局

京都市環境影響評価審査会
京都市美化推進等対策審議会
ごみ収集業務改善検討委員会（仮称）
京都文化芸術都市創生審議会
京都市美術館評議員会
京都芸術センター評議会
元離宮二条城保存整備懇談会
京都市文化財保護審議会
京都市生活安全施策懇話会
京都市路上喫煙防止条例（仮称）検討委員会

文化市民局

（仮称）京都市路上喫煙等対策審議会
京都市町名，町界変更審議会
京都市市民活動総合センター評価委員会
京都市人権文化推進懇話会
京都市消費生活審議会
京都市男女共同参画審議会
京都市青少年活動推進協議会
京都市スポーツ施設指定管理者選定委員会
京都市産業観光局指定管理者選定委員会
京都市産業科学技術推進委員会
京都市大規模小売店舗立地審議会
京都市商業集積検討委員会
京都市伝統産業活性化推進審議会
京都市中央卸売市場第一市場運営協議会

産業観光局

京都市中央卸売市場第一市場水産物部取引委員会
京都市中央卸売市場第一市場取引青果部委員会
京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会
京都市中央卸売市場第二市場運営協議会
京都市中央卸売市場第二市場取引委員会
京都市域産材普及推進委員会
合併記念の森計画検討委員会
京都市社会福祉審議会
京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

保健福祉局

京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会
京都市障害者施策推進協議会
精神保健福祉審議会
京都市地域福祉推進委員会
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京都市国民健康保険運営協議会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
保健福祉局

京都市医療施設審議会
京都市・食の安全推進協議会
京都市動物愛護推進協議会
京都市都市計画審議会
京阪五条・七条バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

都市計画局

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
京都市美観風致審議会
京都市開発審査会
京都市建築審査会
京都市ＥＳＣＯ事業提案審査委員会
京都市すまい・まちづくり活動支援制度に係る審査会
京都市建設局指定管理者選定等委員会
京都市公共事業再評価委員会

建設局

京都市自転車等駐車対策協議会
京都市廃自動車認定等委員会
京都市都市緑化推進協議会

北区役所

北保健所運営協議会

上京区役所

上京保健所運営協議会

左京区役所

左京保健所運営協議会

中京区役所

中京保健所運営協議会

東山区役所

東山保健所運営協議会

山科区役所

山科保健所運営協議会

下京区役所

下京保健所運営協議会

南区役所

南保健所運営協議会

右京区役所

右京保健所運営協議会

西京区役所

西京保健所運営協議会

伏見区役所

伏見保健所運営協議会

消防局
交通局

京都市防災会議
京都市国民保護協議会
京都市交通局指定管理者選定等委員会
教育実践功績表彰選考委員会議
京都市社会教育委員会議

教育委員会

京都市視聴覚センター運営委員会
京都市図書館協議会
総合育成支援教育の今後のあり方検討プロジェクト会議

保健福祉局
教育委員会

子どもを共に育む京都市民憲章推進会議（仮称）
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イ

公募委員が在籍する審議会等
局名等

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会
京都市基本計画点検委員会

総合企画局

京都市市民参加推進フォーラム
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち京都推進会議
京都市個人情報保護審議会
京都市情報公開制度運営審議会

総務局

京都市市政改革懇談会
京都市歴史資料館評議員会
京都市外国籍市民施策懇話会
京都市国際化推進プラン（仮称）策定委員会

環境局

京都市環境審議会
京都市廃棄物減量等推進審議会
京都文化芸術都市創生審議会
京都市生活安全施策懇話会
京都市市民活動総合センター評価委員会

文化市民局

京都市人権文化推進懇話会
京都市消費生活審議会
京都市男女共同参画審議会
京都市青少年活動推進協議会専門委員会
京都市伝統産業活性化推進審議会

産業観光局

京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会
京都市域産材普及推進委員会
合併記念の森計画検討委員会
京都市社会福祉審議会
京都市みやこユニバーサルデザイン審議会
京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会

保健福祉局

京都市地域福祉推進委員会
京都市国民健康保険運営協議会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
京都市・食の安全推進協議会
京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

都市計画局

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

建設局
北区役所
上京区役所

京都市自転車等駐車対策協議会
京都市都市緑化推進協議会
北保健所運営協議会
上京保健所運営協議会
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左京区役所

左京保健所運営協議会

中京区役所

中京保健所運営協議会

東山区役所

東山保健所運営協議会

山科区役所

山科保健所運営協議会

下京区役所

下京保健所運営協議会

南区役所

南保健所運営協議会

右京区役所

右京保健所運営協議会

西京区役所

西京保健所運営協議会

伏見区役所

伏見保健所運営協議会
京都市社会教育委員会議

教育委員会

京都市視聴覚センター運営委員会
京都市図書館協議会

(３)市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充
ア

パブリック・コメント
局名等
総務局
産業観光局
保健福祉局

主な事業名
京都市国際化推進プラン（仮称）素案パブリックコメント
「合併記念の森」創設事業
京都市障害者施策推進プランの見直し
平成２０年度京都市食品衛生監視指導計画
京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想（素案）
桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想（素案）
京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想（素案）

都市計画局

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想（素案）
高度集積地区整備ガイドプランの見直し
京都市建築物耐震改修促進計画（案）
京都市市街化調整区域における地区計画運用基準（案）

伏見区役所

イ

伏見区総合庁舎整備等事業実施について
大岩街道周辺地域の良好な環境づくりに向けた「まちづくりの方針」（案）

ワークショップ
局名等
総務局

主な事業名
京都市事務事業評価委員会の補助機関であるサポーターチームの活動
「ウィングスフォーラム２００７」の企画，運営，実施

文化市民局

京都市伏見区総合庁舎整備等事業
和（わ）い輪（わ）い人権学習会（仮称）

産業観光局

林業活性化対策（京の山杣人の工房事業）
京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務
東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務

都市計画局

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務
楽只市営住宅建替事業（新３棟）
三条鴨東住宅地区改良事業（次期住棟）
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北河原市営住宅建替事業（Ｃ・Ｄブロック棟）
都市計画局

崇仁住宅地区改良事業（塩小路高倉２－２棟）
京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣
職住共存地区整備推進事業
都市公園整備事業

建設局

天神川駅（仮称）周辺整備事業
伏見西部第五地区土地区画整理事業

上京区役所
東山区役所

山科区役所
西京区役所

源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏物語の世界をみんなで再発
見」（平安宮を知る）
東山・まち・みらい塾
安心・安全のまちづくりに向けた「いきいきマニュアル」の作成
山科区フラワーロード推進事業
「安全・安心

小金塚のまちづくり計画（仮称）」の策定

西京塾
「伏見リサイくるっとフリマ」ワークショップ

伏見区役所

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラン」の
具体化に向けて～
「まちづくり交流パビリオン」ワークショップ
身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
自主防災リーダーの養成

消防局

防火アドバイザーの養成
我が家の防火診断士の養成
少年消防クラブの指導
文化財レスキューリーダーの養成
青少年科学センターボランティア養成事業

教育委員会

大風流２００７
総合育成支援教育ボランティア養成講座
生涯学習コーディネーター養成講座

ウ

団体や企業が参加する機会を確保する取組
局名等
総合企画局

主な事業名
京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター）運営事業
京都市ごみ減量推進会議の取組
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
京都市まちの美化推進事業団の活動

環境局

京都市ごみ減量

めぐるくん推進友の会の活動

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施
まちの美化推進住民協定の締結促進
友・遊・美化パスポート事業
京都市まちの美化シティーポリスクラブの活動

文化市民局

産業観光局

和（わ）い輪（わ）い人権学習会（仮称）
ヒューマンステージ・イン・キョウト（仮称）
「合併記念の森」創設事業
「伝統文化の森」推進事業
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京都市「障害者週間」市民啓発事業
京都市障害者福祉総合展
京都市障害者体育大会
保健福祉局

京都やんちゃフェスタ
子ども・子育ていきいきフェア
笑顔いっぱい・元気いっぱい保育フェスタ
市民すこやかフェア

都市計画局

市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業
地域の自転車等駐車対策協議会（京阪伏見桃山駅・近鉄桃山御陵前駅）

建設局

地域の自転車等駐車対策協議会（ＪＲ太秦駅）
地域の自転車等駐車対策協議会（円町駅）
地域の自転車等駐車対策協議会（中書島駅）

北区役所
上京区役所

憲法月間人権啓発パレード
上京区基本計画の推進（人づくりものづくりふれあい上京２１推進会議）
人権ひろば錦林のつどい

左京区役所

岡崎人権のつどい
心ときめき芸術祭及び講演会
東山区関係機関連絡調整会議

東山区役所

東山３Ｋ（観光・交通・環境）協力金会議の運営
自転車等放置防止の取組推進
憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい

下京区役所

環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」
人権月間街頭啓発と人権学習会

南区役所
西京区役所

南区こころの健康を考える会・発表会
憲法月間研修会・街頭啓発，講演会
人権月間研修会・街頭啓発，バスツアー，小中学生絵画書道作品展
「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラン」の
具体化に向けて～
伏見リサイくるっとフリマ
伏見区政治・文化セミナー
伏見西部ふれあいプラザ・深草ふれあいプラザ・醍醐ふれあいプラザ
伏見区民文化フェスティバル

伏見区役所

憲法月間街頭啓発，人権を考えるバスツアー，人権啓発書道展，人権啓発パネル展
ふしみ人権の集い，学習会
伏見区人権啓発協議会総会・研修会
人権講座
人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展
伏見区こころの健康を考える集い
平成２０年京都市消防出初式

消防局

救急フェア
防災フェア２００７ｉｎきょうと（仮称）
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学校評議員制度
教育委員会

京都市生涯学習市民フォーラム事業
学校運営協議会
生涯学習コーディネーター養成講座

保健福祉局
教育委員会
エ

「子どもを共に育む京都市民憲章」フォーラム

政策の評価
局名等

主な事業名
政策評価のための「京都市市民生活実感調査」

総合企画局

「京都市政策評価制度評議会」への市民公募委員の参画
「京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例（仮称）」の制定
「京都市基本計画点検委員会」への市民公募委員の参画

総務局

事務事業評価の実施

建設局

公共事業評価

教育委員会

オ

学校評価システム

その他の施策・事業
局名等

主な事業名
市民公募委員交流会の開催

総合企画局

市民参加円卓会議の開催
電子会議室の実施

理財局

住民参加型市場公募債京都浪漫債の発行

環境局

環境フォーラムの実施

保健福祉局

街のお風呂屋さんサポート事業
区地域福祉推進委員会の運営
高度集積地区整備推進協議会の開催

都市計画局

観光地等交通対策（嵐山交通対策研究会，東山交通対策研究会）
「歩くまち・京都」の推進（歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会）
京都市ＥＳＣＯ事業提案審査委員会

左京区役所

平成２０年度左京区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

東山区役所

東山交通対策研究会の運営

伏見区役所

平成２０年度伏見区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

交通局
上下水道局

小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験の実施
「哲学の道」桜並木保全育成に係る取組
教育改革推進会議の開催
総合育成支援教育の今後のあり方検討プロジェクト会議

教育委員会

京都市子ども安全会議の開催
乳幼児子育て支援研究プロジェクト
こどもみらい館企画推進会議へのこどもみらい館利用者の参加
「京都市立総合養護学校版デュアルシステム」の推進
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２ 地域における市民主体のまちづくり活動とその支援
（１）自主的な活動を始める手がかりの提供
局名等

主な事業名
「市民しんぶん」，ホームページ等による市政情報の提供

各局区等

「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供
京都市政出前トークの実施

総務局

「国際青少年みらい環境会議（仮称）」の開催
ボランティア美化活動助成事業の実施

環境局

友・遊・美化パスポート事業の実施
「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施
廃食用油燃料化事業の支援
「文化ボランティア」の登録及び通信誌「文化ボランティアきょうと」発行による
情報提供

文化市民局

青少年活動センターの運営
暮らしの工房づくり支援事業の推進
京都市市民活動総合センターの運営

都市計画局

すまいスクール出張版の実施（耐震改修編，分譲マンション編，悪質リフォーム商
法対策編）
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

建設局
北区役所
上京区役所
中京区役所

街路樹里親制度の実施
公園愛護協力会制度の支援
北暮らしの工房「新大宮ふれあいホール」の運営
上京暮らしの工房の運営
「中京区まちづくり案内板」の運営
中京暮らしの工房館の設置，運営

東山区役所

東山暮らしの工房の運営

山科区役所

山科暮らしの工房「三条街道わくわくホール」の設置，運営

西京区役所

「西京まち・ひと・情報データバンク（にしきょう・ねっと）」の運営
きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の取組
「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラン」の
具体化に向けて～
「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

伏見区役所

地域の安心安全ネットワーク形成事業（１９年度新規分）の取組
醍醐安全フェアの実施
伏見暮らしの工房「伏見夢空間」の運営
深草暮らしの工房「竹と緑」の運営
第２５回文化財・市民講座の開催
消防の図画・ポスター・作文の募集

消防局

市民防災会議の開催
京都市総合防災訓練の実施
防火ふれあいコンサートの開催
自主防災組織の防火見回りたすきリレーの取組
地下鉄醍醐車庫見学会の開催

交通局

アートパフォーマンスiｎ山科駅の開催
主要地下鉄駅におけるＡＤポストの設置

31

「学校ふれあいパーク」の実施
「学校ふれあいサロン」の運営
「学校コミュニティプラザ」事業の実施
「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業の実施
教育委員会

体育施設開放委員会の取組
京都市生涯学習市民フォーラム事業の実施
情報通信技術を活用した生涯学習の推進
市民スクール２１の実施
生涯学習パスポート（仮称）の取組

（２）市民力・地域力を高める取組への支援
局名等

主な事業名
市民参加に関する啓発冊子の発行

総合企画局

京都市地域ＩＴアドバイザー研修の実施
京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の取組
市民活動に関する情報提供・各種相談
市民活動に関する各種講座の開設
若者の社会参加活動の推進（青少年活動センター事業におけるボランティアリー
ダーとしての活動）

文化市民局

若者の意見を市政やまちづくりに生かす場づくり（青少年市政参画プロジェクト
（WACCORD）の取組の推進）
集会所新築等補助の実施
市民活動に関する助成金情報の収集・提供
地域文化会館におけるフランチャイズ（地域拠点）化事業
地域における安心・安全な消費生活の推進（「くらしのリーダー」と「くらしのみ
はりたい」）

産業観光局

観光ボランティアの推進
市民と耕す農業支援事業の推進
高齢者仲間づくり支援事業の実施
介護相談員派遣事業の実施
ユニバーサルデザインアドバイザー派遣事業の実施

保健福祉局

みやこユニバーサルデザイン市民応援隊（仮称）の取組
高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座の開催
はつらつ高齢者まちづくり支援事業の取組
高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サポート助成事業の実施
京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家の派遣
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

都市計画局

景観・まちづくり大学の実施
京町家まちづくりファンドによる京町家改修助成
地域・住民事業者の主体的な都心のにぎわい創出支援
京都市市街化調整区域における地区計画運用基準の策定

北区役所
中京区役所

北区まちづくり活動支援事業（「いきいき北区プラン・フォローアップ事業」）の
取組
中京区にぎわいのあるまちづくり支援事業の取組
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東山区役所
下京区役所
南区役所
右京区役所

安心・安全のまちづくりに向けた「いきいきマニュアル」の作成
いきいきネットワーク（保健・医療・福祉・防災・防犯）の活動支援
下京こころのふれあいネットワーク事業の実施
「安心安全のまちづくり」「高齢者ネットワークづくり」ワークショップ（３学
区)の開催
右京区まちづくりフォーラムの開催
右京区まちづくり支援制度の実施
きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の開催
伏見区まちづくり支援事業の取組
「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラン」の
具体化に向けて～

伏見区役所

伏見区民文化フェスティバルの開催
改進ふれあいフェスタの開催
「学びとふれあい」のための事業の実施
文化フェスティバルの開催
伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催
自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成
文化財市民レスキュー体制の確立，文化財レスキューリーダーの養成
防火防災指導（学区・町内等の防災訓練，研修，つどい，パレード，映画会など）
の実施
応急手当の普及啓発（救命（普通・上級）講習，応急手当普及員講習，救急指導）
の実施
幼少年に対する防火防災教育（少年消防クラブの指導，小学校の授業への講師派遣
など）の実施

消防局

地域と事業所との防災ネットワークづくり
消防署見学・展示会の開催
我が家の防火診断士の養成
老人クラブ等地域各種団体に対する防火安全指導
旅館業協会等関係団体への支援
自衛消防隊連絡協議会の支援
市民への自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出事業の実施
地域力を活かした住宅用火災警報器設置促進事業の実施
大風流２００７の開催
「学生ボランティア」学校サポート事業の実施
生涯学習コーディネーター養成講座の実施
子育て支援ボランティア養成事業の実施
地域子育て支援ボランティア養成事業の開催
乳幼児子育てサポート推奨事業の実施

教育委員会

子育てサークル支援講座の開催
子育てサポーター養成講座の開催
青少年科学センターボランティア養成講座の開催
深草図書館ボランティア
総合育成支援教育ボランティア養成講座の開催
全市女性団体指導者研修事業の実施
市民スクール２１女性リーダーズセミナーの開催
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（３）地域における多様な活動主体の相互の交流・連携の促進
局名等

主な事業名
大学地域連携モデル創造支援事業の実施

総合企画局

大学のまち京都推進会議の活動
京のアジェンダ２１推進事業の取組
京都市ごみ減量推進会議の取組
京都市ごみ減量 めぐるくん推進会議の取組

環境局

コミュニティ回収活動の支援
京都市まちの美化シティーポリスクラブの活動
まちの美化推進住民協定の締結促進
京都市まちの美化推進事業団の活動
地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組
京都市市民活動総合センターの運営

文化市民局

ＮＰＯ・市民活動団体と行政との協働推進のための情報提供
まちづくりアドバイザーの配置
区役所における学区担当制の検討
京（みやこ）・地域福祉パイロット事業の取組

保健福祉局

精神保健福祉ボランティア連絡協議会の取組
各区こころのふれあいネットワーク交流会の開催

都市計画局

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進
市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除去事業の取組
北区基本計画推進事業（北区まちづくり活動支援事業「いきいき北区プラン・フォ
ローアップ事業」，地域と大学つながるネット）の取組
北区民ふれあい事業（北区民春まつり

他６事業）の取組

地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組
北区役所

北区民人権啓発事業の取組
北区総合防災訓練の開催
山間地域における住民参加型健康づくり活動支援
いきいき北区まちづくり推進会議の運営
上京区基本計画推進事業（我が学区の身近な歴史舞台再発見）の取組
人づくりものづくりふれあい上京２１推進会議の運営
ふれあい上京２１部会の運営

上京区役所

上京区民ふれあい事業（上京区民ふれあいまつり

他３事業）

上京区文化振興会事業（上京茶会，上京薪能）の実施
地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組
上京の子どもまつり２００７(仮)の開催
左京区基本計画推進事業（大学のまち・左京
２事業）

大学と地域の相互交流促進事業

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり２００７
左京区役所

憲法月間

他

他５事業）の取組

街頭啓発，フィールドワークの開催

人権強調月間

人権啓発パネル展の開催

人権月間 街頭啓発，児童絵画展，「心のふれあいみんなの広場」，人権啓発パネ
ル展の開催
左京区まちづくり推進会議の運営
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中京区基本計画推進事業の取組
中京区民ふれあい事業（中京区民ふれあいまつり
中京区役所

他３事業）

安心安全ネットワーク形成事業の取組
あかしやふれあい盆踊り大会の開催
あかしやふれあいまつりの開催
中京未来委員会の運営
東山区基本計画推進事業（東山・まち・みらい塾）の取組
東山区民ふれあい事業（東山区民ふれあいひろば

他３事業）の取組

安心安全ネットワーク形成事業の取組
東山区役所

学びとふれあいのための事業（高齢者関連，青少年関連）の取組
高齢者にやさしいまちづくりリーダー養成事業の取組
東山区こころのふれあいネットワークの取組
東山まちづくり推進会議の運営
いきいきネットワーク推進プロジェクトチームの会議の運営
山科区民ふれあい事業の取組
山科区２万人まち美化作戦の取組

山科区役所

山科区ごみ出しマナー№１宣言の取組
おこしやす”やましな”協議会への支援
”やましな２１”推進会議の運営
安心・安全ネットワーク形成事業の取組
下京区基本計画推進事業（下京門前町ルネッサンス

他３事業）

下京区民ふれあい事業（歴史探訪の会，健康づくり教室，下京区民ふれ愛ひろば，
なかまづくり（写真サークル），区民ギャラリー）の取組
下京区役所

地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組
環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」の取組
下京区総合防災訓練の開催
いきいき下京推進委員会等の運営
安心・安全ネットワーク形成事業 (９学区）の取組
南区まちづくり推進会議・部会等の開催

南区役所

南区民ふれあいまつりの開催
南区子育て支援ルームの運営
「東寺のお堀はみんなできれいに」の取組
右京区民ふれあい事業（右京区民ふれあいフェスティバル

右京区役所

他４事業）の取組

セーフティ＆クリーン安心・安全な美しいまち右京の取組
地域における安心安全ネットワーク形成事業の取組
右京区まちづくり円卓会議の運営
西京区民ふれあい事業（西京区民ふれあいまつり（仮称）他）の実施

西京区役所

西京まち・ひと・情報データバンク（西京区基本計画推進事業）の取組
西京塾（西京区基本計画推進事業）の取組
「西山文化」創造区民会議の運営

伏見区役所

伏見区民ふれあい事業（伏見区民史跡めぐり，伏見区民文化祭・区民茶会，伏見区
西部ふれあいプラザ，伏見区民文化フェスティバル，深草ふれあいプラザ，深草文
化交流，醍醐ふれあいプラザ，福祉のまち醍醐・交流大会）の取組
きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議（リサイくるっとフリマ）の取組
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「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラン」の
具体化に向けて～
「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営
伏見区まちづくり懇話会の運営
伏見区総合防災訓練の開催
憲法月間街頭啓発，人権ゆかりの地を訪ねて，人権啓発書道展，人権啓発パネル展
の開催
ふしみ人権の集い，学習会の開催
人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展の開催
人権講座の開催
伏見区役所

地域の安心安全ネットワーク形成事業（継続事業）の取組
醍醐安全フェアの開催
まちの美化伏見区民総行動の取組
改進ふれあいフェスタの開催
「学びとふれあい」のための事業の取組
文化フェスティバルの開催
伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催
伏見区政策課題検討プロジェクト会議の運営
伏見区トップマネジメント会議
伏見区役所経営会議・深草支所経営会議・醍醐支所経営会議
伏見区行政推進会議

消防局

身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
学区・町内等に対する防災指導責任者・防災指導員の配置
おやじの会実施・充実
地域生徒指導連絡協議会の取組

教育委員会

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業の実施
みやこ子ども土曜塾実施・充実
歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定（ジュニア京都検定）の実施
人づくり２１世紀委員会の開催

３ 情報の提供・公開と共有
局名等

主な事業名
市民しんぶんの企画の充実
各所属ホームページにおける行政情報の発信の充実
広報資料のホームページでの提供

各局区等

京都市ホームページ「京都市情報館」において申請書ダウンロードサービスを実施
「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供
公文書目録のインターネット上での公開
公共施設における情報提供の充実
京都市政出前トークの実施

総合企画局

ホームページ及びその他の広報媒体を通じた「京都市基本計画第２次推進プラン」
の実施状況についての情報提供
公式サイト「京都市情報館」のリニューアル
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総合企画局
総合企画局
保健福祉局

市民公募委員交流会の開催
電子会議室の実施
子ども向けホームページの開設など，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報提供
をする場合の子どもへの配慮
「京都市市政改革実行プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開

総務局

外郭団体における情報公開の推進
公民交流セミナーの開催

理財局

「京都市財政健全化プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開
環境調査結果の公開
環境影響評価制度の運用における市民参加の推進

環境局

クリーンセンター等稼動状況についての情報提供
まち美化事務所等における普及啓発活動
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
リーダーバンク通信／１０代が作るフリーペーパー「ｔｈｅ－ｋｅｙｓ」の発行

文化市民局

市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実
京都芸術文化情報リンク集

保健福祉局

わかりやすい情報提供についてのアイデア・ヒント集の作成
「出産お祝いレター」及び「子育て応援パンフレット」お届け事業
「御池通沿道まちづくりニュース」の発行

都市計画局

多彩な広報媒体の活用や説明会の実施等による「新たな景観政策」についての情報
提供

左京区役所

北部地域の緑を生かした活性化

中京区役所

「中京区まちづくり案内板」の運営

東山区役所

東山区地域安全情報ネットワークを通じたＦＡＸ情報提供の充実

南区役所
右京区役所

市民しんぶん区民版モニター
市民しんぶん右京区版区民レポーターの運営
市民しんぶん右京区版紙面モニターの実施
「きらり伏見」企画の充実

伏見区役所

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営
防災情報システムによる文字情報の発信
まちづくり交流パビリオン

消防局
教育委員会

放火防止マップの活用
子ども安心安全情報等発信機能付ＰＴＡ・「おやじの会」ホームページの開設・充
実支援
情報通信技術を活用した生涯学習の推進

４ 計画を着実に進めるために
局名等

主な事業名
庁内情報の横断的共有手段となる市役所イントラネットの構築
市民参加推進会議の開催

総合企画局

「市民参加事例庁内発表会（仮称）」の開催
「市民参加ガイドライン」の改訂
庁内誌「市民参加通信わんさか参加サロン」の発行
「京都市市民参加推進フォーラム」の開催
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市民参加に関する啓発冊子の発行
総合企画局

市民参加円卓会議の開催
「市民参加推進レポート」の発行
各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

総務局

市民参加を推進する職員研修の充実
公民交流セミナーの開催
市政セミナーの実施

文化市民局

市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実
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