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項目名 進捗状況 取組内容 所管局 

区民とともに取り組む右京

区防災のまちづくり 

継続実施中 高雄学区防災マップの作成 

砂防基礎調査の結果に基づく土砂災害警戒

区域の指定に向け，避難場所と避難経路，情報

伝達体制について学区住民と検討し「高雄学区

防災マップ」を作成。 

水災害に備えた警戒避難体制を考えるワークショッ

プを実施 

桂川流域の警戒避難体制について考えるワ

ークショップを梅津学区において12月18日， 

1月25日，2月27日の3回，学区内のまち歩きを 

3月21日に実施。 

（参加者 計173人） 

区役所 

（担当：総務課） 

野生鳥獣対策 継続実施中 効果的な防除活動を展開できるよう，追払い活

動に必要な物品や，専門家による講習会等の予算

を新たに確保した。また，京都市野生鳥獣保護協

議会に追払い等の委託を行った。 

文化市民局 

（担当：地域づくり推

進課） 

  野生鳥獣被害防止対策として，自主防除組織の

設立や追払い活動の支援。 

・追払い用具の貸与 

・野生鳥獣被害防止対策ビラの配布 

・追払い方法の指導 

区役所 

（担当：まちづくり推

進課） 

人権文化の構築に向けた取

組 

継続実施中 誰もが互いの基本的人権を尊重する人権文化

の構築を目指した取組を推進。 

  憲法月間「街頭啓発」 

実施日：5月16日(火) 

場 所：京福・帷子の辻駅周辺 及び 

ライフ太秦店 

内容：啓発物品800部配付 

区役所 

（担当：まちづくり推

進課） 

  憲法月間「人権について考える施設見学と講演会」 

 実施日：5月27日(土） 

内 容：京都ライトハウス見学と講演 

参加者数：58人 

 

  講演と映画のつどい「クイール」 

 実施日：7月30日(日) 

内 容：講演と映画上映 

参加者数：530人 

 

  人権月間「街頭啓発」 

実施日：12月19日(火) 

場 所：ダイヤモンドシティ・ハナ， 

京福・帷子ノ辻駅 及び 

サンダイコー（京北）周辺 

 内容：啓発物品800部配付 

 



右京区まちづくり支援制度

の実施 

継続実施中 区民の皆さまの自発的主体的なまちづくり活

動を支援し，地域コミュニティの活性化と区民参

加によるパートナーシップのまちづくりを推進。 

・市民しんぶん4月15日号で支援事業を募集 

・6月27日開催の右京区まちづくり円卓会議で 

5事業を選考し，区で決定 

・市民しんぶん右京区版で支援活動の様子を随時

紹介 

・3月10日，右京区まちづくりフォーラムで活動

の成果を発表。参加者約150人。 

区役所 

（担当：総務課） 

区民ふれあい事業の実施 継続実施中 地域コミュニティの活性化や多様な世代の区

民の出会い，ふれあいの場として実施。 

  第37回「れんげを摘む会」 

日時：4月21日(金) 

場所：広沢池西側一帯農地約2.7ha 

参加者数：1,795人 

区役所 

（担当：まちづくり推

進課） 

  右京区民・環境を育てるまちづくり事業 

「環境について考えるバスツアー」 

日時：10月13日(金) 

場所：京エコロジーセンター 及び 

京都市廃食用油燃料化施設 

 内容：施設見学 

参加者数：50人 

 

  右京区民「ふれあいフェスティバル2006」 

日時：11月4日(土) 

場所：葛野児童公園  

 参加者数：約12,000人 

 

  右京区民「文化フェスティバル2006」 

場所：12月9日(土) 

 場所：右京ふれあい文化会館 

 参加者数：約1,300人 

 

  第20回「右京区民美術展」 

 日時：2月16日(金）～19日(月） 

場所：右京ふれあい文化会館 

出展作品：155点 

参加者数：約1,300人 

 

右京区民オリエンテーリン

グ クリーン大作戦の実施 

継続実施中 右京区は，国宝や重要文化財などの歴史・文化資

源や豊かな自然環境に恵まれており，これらの財

産を生かしたまちづくりとともに，良好な環境を

未来に引き継ぐ取組を推進。 

区役所 

（担当：まちづくり推

進課） 

  右京区民オリエンテーリング クリーン大作戦 

日時：11月23日(祝) 

場所：嵯峨・嵐山周辺 

参加者数：約900人 

 

 

 



身近な地域での環境保全に

向けた取組 

継続実施中 右京区民・環境を育てるまちづくり事業 

「環境について考えるバスツアー」（再掲） 

場所：10月13日(金) 

場所：京エコロジーセンター 及び 

京都市廃食用油燃料化施設 

 内容：施設見学 

参加者数：50人 

区役所 

（担当：まちづくり推

進課） 

  右京区民「ふれあいフェスティバル2006」における地

球温暖化防止・ごみ減量啓発 

・ステージ公演「エコファイターショー」 

NPO法人環境市民環境共育チームSKIP 

・ブース開設 

京エコロジーセンター，京都市ゴミ減量めぐ

る君推進友の会 

日時：11月4日(土) 

場所：葛野児童公園 

 参加者数：約12,000人 

 

右京区総合防災訓練の実施 継続実施中 11月26日，市立四条中学校において，西院第一

学区・西院第二学区・山ノ内学区自主防災会を中

心に，区内の自主防災会及び区内防災関係機関の

参加を得て，避難訓練・避難所運営訓練・放水訓

練などを行った。（参加者数：約1,000人） 

区役所 

（担当：総務課） 

認証取得したISO14001に基

づく取組の推進 

京北合同庁

舎における

認証取得 

9月8日に，環境に配慮した事業活動に関する国

際規格である，ISO14001の認証を取得した。 

（区役所総合庁舎，保健所，嵯峨出張所，高雄出

張所，宕陰出張所，上花田コミュニティセンター，

区役所証明書発行コーナーは平成17年9月に認証

取得） 

区役所 

（担当：総務課） 

食の安全・安心の確保と区

民への的確な情報提供 

継続実施中 食品衛生講習会の実施 

市民向け 10回 約350人 

業者向け 25回 約800人 

区役所 

（担当：衛生課） 

すくすく育児・サポート教

室の開催，育児支援家庭訪

問事業 

継続実施中
（保健所内実施分） 

母と子のリラックス教室 

1回/月 年12回 

0～9ヶ月未満児と，その保護者を対象に，育

児不安の軽減を目的とした教室を実施， 

「約200組/年」の参加がある。 

区役所 

（担当：健康づくり推

進課） 

  
（保健所外実施分） 

すくすく育児サポート教室inほっこりスペース 

H18年9月14日～１1月9日までの5回シリーズ

の教室 

嵯峨野，太秦，南太秦，常磐野，北梅津学区

在住の5～6ヶ月児，24組の参加があった教室終

了後，自主的な活動を継続中 

 



※ 教室としては，今回の教室で終了。今後は 

依頼があればかかわる。 

  
（育児支援家庭訪問事業） 

新生児訪問未利用者，乳幼児健診未受診者，育

児不安，孤立感などのある保護者に対して，育児

支援（電話や訪問など）を行っている。 

区役所 

(担当：健康づくり推進

課，支援課) 

  
（京北出張所） 

乳幼児相談事業の開催 

主催：京北出張所保健担当 

ミニ交流会・身体計測・個別相談の内容で実施 

12回実施（参加者数：300人） 

区役所 

（担当：健康づくり推

進課） 

  保育所健康教室（支援） 

主催：京北地域保育所 

支援：京北出張所 保健担当 

虫歯予防の指導 

4回実施（参加者数：167人） 

 

  その他の講座 

・わくわくネット学習会での保育ルーム等への 

支援 

・女性の健康について，検診の受け方と食生活指

導講座 

3回実施（参加者数：141人） 

 

  京北すくすく広場（支援） 

主催：民生児童委員 

支援：京北出張所 保健担当 

手遊び・リズム遊び・散歩等 

12回実施（参加者数：310人） 

 

すくすく育児サポート教室

の開催，育児支援家庭訪問

事業 

継続実施中 育児サークル（支援） 

主催：3つの育児サークル 

支援：京北出張所 保健担当 

サークル運営のアドバイス・交流会・ 

グループワーク等 

17回実施（参加者数：484人） 

区役所 

（担当：健康づくり推

進課） 

右京こころのふれあいネッ

トワークの取組み 

継続実施中 ・精神の病気や障害についての理解を深めるため

に，保健協議会，自治連合会等の地域役員対象

の学習会を実施 

9/23 学習会（参加者数：24人） 

区役所 

（担当：健康づくり推

進課） 

 

 

 

 

 

 ・精神障害のある区民と地域役員との交流を深め

るためにウォークラリーを実施 

10/27 嵐山周辺ウォークラリー 

（参加者数：44人） 

 

 

 

 

 



  ・山ノ内地区にある精神障害者グループホームの

ことと，こころの病について，地区住民に知っ

てもらうために学習会を実施 

11/7 山ノ内地区学習会 （参加者数：38人） 

 

  ・ネットワーク活動，関係機関の活動，障害のあ

る区民や家族の思いを知ってもらうために， 

交流学習会を実施 

12/6 交流学習会（参加者数：191人） 

 

  ・ネットワーク活動のことを広く区民に知っても

らうために広報誌発行 

3月中頃「こころほっこり通信」発行（全戸

回覧） 

 

地域の安心安全ネットワー

クの形成 

継続実施中 「地域の安心安全ネットワーク形成支援事業

補助金」を各学区に交付し，安心安全のまちづく

りに向けた取組を支援している。 

（平成18年，市内72学区で実施） 

文化市民局 

（担当：地域づくり推

進課） 

  地域住民と関係機関が一体となって，幅広い分

野で地域の安心・安全確保に取組み，地域の総合

的なネットワークの構築を進めます。 

  ・山ノ内学区  ・南太秦学区 

・梅津学区   ・北梅津学区 

・西院第二学区 ・宇多野学区 

において，安心安全なまちづくり活動と美し

いまちづくり活動を実施。 

・まちづくりニュースの発行 

・安心安全マップの製作 

・児童の登下校時の安全見守り 

・夜間パトロールの実施など 

区役所 

（担当：まちづくり推

進課） 

地域子育て支援ステーショ

ンの拡充 

継続実施中 身近な地域における相談・ネットワークの拠点

として，保育所・児童館を「地域子育て支援ステ

ーション」に指定する。 

全市で150箇所を指定（右京区15箇所） 

保健福祉局 

（担当：児童家庭課）

  講演・個別相談を実施 

子育てサロン（ 9ヶ所） 約140組 参加 

児童館   （13ヶ所） 約220組 参加 

その他   （ 1ヶ所）   5組 参加 

区役所 

（担当：健康づくり推

進課） 

  子育てステーション（支援） 

主催：弓削保育所（子育てステーション） 

支援：京北出張所 保健担当 

講話・七夕・豆まき・個別相談等 

4回実施（参加者数：120人） 

区役所 

（担当：支援課） 

  右京地域子育て支援ステーション会議 

身近な地域における相談・ネットワークの拠

点として，保育所・児童館を「地域子育て支援

ステーション」に指定する。 

 



多様な保育サービスの充実 継続実施中 延長保育を1箇所増（妙覚保育園）の12箇所で，

一時保育を2箇所で実施中。 

保健福祉局 

（担当：保育課） 

地下鉄東西線（二条～天神

川）の延伸 

継続実施中 駅舎の建築・設備工事や出入口工事のほか，ト

ンネル内では軌道工事や電力・通信線等の設備工

事を実施。 

交通局 

（担当：建設室） 

天神川駅（仮称）周辺の整

備 

継続実施中 再開発施設（右京区総合庁舎，右京地域体育館，

右京中央図書館（仮称），交通局庁舎，分譲住宅，

店舗）の建築工事及び天神川駅（仮称）前地下自

転車駐車場整備工事等を実施（19年度末完成予

定） 

建設局 

（担当：拠点整備課）

JR山陰本線の複線高架化 継続実施中 花園～太秦駅間は下り線の高架橋新設及び盛

土擁壁工事を実施，太秦～嵯峨嵐山駅間は盛土嵩

上げ工事を実施，嵯峨嵐山駅橋上化及び自由通路

整備は仮駅舎等の工事を実施。 

建設局 

（担当：事業推進室立

体交差課事業担当） 

国道162号（栗尾バイパス）

の道路改良 

継続実施中 バイパスルートの京都市案を決定し，国土交通

省の認可を3月末に取得。早期工事着手に向け，

調査，設計及び測量を実施中。 

建設局 

（担当：事業推進室広

域幹線道路事業担当）

国道162号（川東工区）の道

路整備 

継続実施中 第1工区の平成19年度完成に向け，トンネル工

事を進めている。 

建設局  

（担当：道路建設課）

太秦安井公園の整備 継続実施中 平成18年11月に整備工事着手，平成19年5月 

19日開園予定。 

建設局 

（担当：緑政課） 

嵯峨中山公園の整備 完成 平成19年4月6日開園。  

久世梅津北野線（桂川橋り

ょう）街路基本調査 

継続実施中 環境調査，予備設計，交通解析，測量及び地質

調査を実施中。 

 

建設局 

（担当：街路建設課）

（担当：道路建設課）

（担当：道路計画課）

市バス84号系統のジャンボ

タクシー代替モデル実証実

験 

継続実施中 従来のバスに比べて低コストの運行が可能と

なるジャンボタクシーを活用することで，運行コ

ストの削減を図るとともに，民間交通事業者から

の創意工夫ある提案を踏まえた，ダイヤの経路の

改善による，利用者の増加を目指す実証実験を，

平成17年7月から実施中。 

交通局 

（担当：企画課） 

周辺地域総合下水処理対策

の推進 

継続実施中 高雄地域の特定環境保全公共下水道事業の実

施に向け，国の事業認可申請に必要な調査を実

施。 

総合企画局 

（担当：プロジェクト

推進室） 

「合併記念の森」の創設事

業 

継続実施中 「合併記念の森」全体構想策定に向けての検討

委員会の開催 5回 

（予定地の境界画定 A=268ha） 

産業観光局 

（担当：林業振興課）

京都・嵐山花灯路の開催 継続実施中 冬季のオフシーズン対策として継続開催し，21

世紀の風物詩の定着を図る。 

開催期間：平成18年12月9日～18日 

点灯時間：午後5時～8時30分 

場所：嵯峨・嵐山地域 

産業観光局 

（担当：観光振興課）



嵐山地区の観光地交通対策 継続実施中 7/27 右京地元懇談会開催 

9/22 嵐山地区内交通検討部会開催 

10/16 第21回嵐山交通対策研究会開催 

長辻通，嵯峨街道において臨時交通規制実施 

・長辻通 11月（土・日・祝日） 

・嵯峨街道（嵐山駅交差点～松尾大社） 

11/23・25・26 

・嵯峨街道（渡月橋北詰～阪急嵐山駅交差点） 

11月（土・日・祝日） 

市営嵐山観光駐車場の観光バス専用化及び予約

制の実施 

11/18・19・23・25・26 

パーク＆ライドの実施 

11/18・19・23・25・26 

19/3/5 第22回嵐山交通対策研究会開催 

都市計画局 

（担当：交通政策室）

宇多野ユース・ホステルの

再整備 

継続実施中 9月1日～ 施設の運営休止 

10月～1月 建物の解体工事，敷地整備工事 

3月～   建物新築工事（予定） 

産業観光局 

（担当：観光企画課）

水尾地区の特産品目・柚子

の新規用途開発 

継続実施中 平成18年度に開発した「柚子リキュール酒」の生

産拡大に向け，柚子を安定供給するための体制整

備に対する支援を実施。 

産業観光局 

（担当：農業振興整備

課） 

 


