
【重点項目１】　仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支援

＜企業（事業者）等への支援＞

　①　企業等の社会的責任（ＣＳＲ）の一環としての「真のワーク･ライフ･バランス」の取組の促進
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

1
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」推進のための企業支援

　「真のワーク・ライフ・バランス」を積極的に推進する企業の表彰，国や
京都府との連携による企業向け助成制度の周知等を行う。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金　交付企業1社
◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEB，民間フリーペー
パーや雑誌等を活用した広報啓発

文化市民局 共生社会推進室

文化市民局 共生社会推進室

産業観光局 産業企画室

　②　多様な働き方の取組支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

3
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」推進のための企業支援
【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」を積極的に推進する企業の表彰，国や
京都府との連携による企業向け助成制度の周知等を行う。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金　交付企業1社
◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEB，民間フリーペー
パーや雑誌等を活用した広報啓発

文化市民局 共生社会推進室

4
「京で輝く！女性活躍推進プ
ロジェクト」の実施

　経済団体等と行政（京都市・京都府・京都労働局）が連携して京都におけ
る女性の活躍推進を図る体制として設置した「輝く女性応援京都会議」の
下，経営者層や管理職等を対象としたシンポジウムや一般社員，女子大学生
等を対象としたセミナー等を実施するとともに，女性活躍に関する広報啓
発，企業を対象とした女性の活躍実態調査を実施する。

◆シンポジウム及びセミナー等を開催
・「京で輝く！女性活躍推進シンポジウム」
　　参加者数：１６６名
・女性活躍推進のためのセミナー
　　女子学生向けセミナー　参加者数：２７名
    一般社員向けセミナー→新型コロナウイルス感染症予防のため中止
・WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT(WIT)2019
　　分科会「男性の家事育児参加が社会を変える」
　　参加者数：約５００名（会議全体）

文化市民局 共生社会推進室

5
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

6
京の企業働き方改革総実践プ
ロジェクト

経済団体等と連携し，京の企業「働き方改革」自己診断制度の利用を促進す
るとともに，京の企業「働き方改革チャレンジプログラム」の事例を周知啓
発することで，地域企業における働き方改革の主体的な取組を後押しする。

◆ 京の企業「働き方改革」自己診断制度
　地域企業が働き方改革の取組状況を自己診断し，その結果を企業の魅力と
して，ＷＥＢサイト「京のまち企業訪問」上で発信する「京の企業『働き方
改革』自己診断制度」を実施しており，令和2年3月31日時点で2,523社がこ
の制度を活用している。
◆ 京の企業「働き方改革チャレンジプログラム」
　飲食，小売，建設業者など，働き方改革が難しいとされる業種の小規模事
業者等7社をモデル企業に選定し，働き方改革に挑戦していただいた。その
成果は，地域企業に広めるとともに，モデル企業の進捗状況を確認するた
め，全7回の連続セッション「『働きたくなる地域企業のつくりかた』ラン
チタイム座談会」を開催した。

産業観光局
地域企業イノベー
ション推進室

　③　企業等における長時間労働の解消や仕事と家庭生活等の両立支援の取組の促進
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

7
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」推進のための企業支援
【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」を積極的に推進する企業の表彰，国や
京都府との連携による企業向け助成制度の周知等を行う。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金　交付企業1社
◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEB，民間フリーペー
パーや雑誌等を活用した広報啓発

文化市民局 共生社会推進室

8
「京で輝く！女性活躍推進プ
ロジェクト」の実施【再掲】

　経済団体等と行政（京都市・京都府・京都労働局）が連携して京都におけ
る女性の活躍推進を図る体制として設置した「輝く女性応援京都会議」の
下，経営者層や管理職等を対象としたシンポジウムや一般社員，女子大学生
等を対象としたセミナー等を実施するとともに，女性活躍に関する広報啓
発，企業を対象とした女性の活躍実態調査を実施する。

◆シンポジウム及びセミナー等を開催
・「京で輝く！女性活躍推進シンポジウム」
　　参加者数：１６６名
・女性活躍推進のためのセミナー
　　女子学生向けセミナー　参加者数：２７名
    一般社員向けセミナー→新型コロナウイルス感染症予防のため中止
・WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT(WIT)2019
　　分科会「男性の家事育児参加が社会を変える」
　　参加者数：約５００名（会議全体）

文化市民局 共生社会推進室

9
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発【再掲】

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

10
京の企業働き方改革総実践プ
ロジェクト 【再掲】

経済団体等と連携し，京の企業「働き方改革」自己診断制度の利用を促進す
るとともに，京の企業「働き方改革チャレンジプログラム」の事例を周知啓
発することで，地域企業における働き方改革の主体的な取組を後押しする。

◆ 京の企業「働き方改革」自己診断制度
　地域企業が働き方改革の取組状況を自己診断し，その結果を企業の魅力と
して，ＷＥＢサイト「京のまち企業訪問」上で発信する「京の企業『働き方
改革』自己診断制度」を実施しており，令和2年3月31日時点で2,523社がこ
の制度を活用している。
◆ 京の企業「働き方改革チャレンジプログラム」
　飲食，小売，建設業者など，働き方改革が難しいとされる業種の小規模事
業者等7社をモデル企業に選定し，働き方改革に挑戦していただいた。その
成果は，地域企業に広めるとともに，モデル企業の進捗状況を確認するた
め，全7回の連続セッション「『働きたくなる地域企業のつくりかた』ラン
チタイム座談会」を開催した。

産業観光局
地域企業イノベー
ション推進室

＜働く人への支援＞

　④　雇用・就労支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

11 勤労者教育事業の実施
　常設の夜間学校(各種学校)である京都労働学校において，勤労者向け講座
を実施する（本市及び（公社）京都勤労者学園の共催）。

◆常設の夜間学校(各種学校)である京都労働学校において，勤労者向け講座
を実施した（本市及び（公社）京都勤労者学園の共催）。
受講者数：1,459名

文化市民局 共生社会推進室

12
勤労者情報システム「さわや
かわーく」による情報提供

　勤労者情報ホームページを運営し，広く市民等に労働に関する基本的知識
など必要な情報を提供する。

◆勤労者情報ホームページを運営し，広く市民等に労働に関する基本的知識
など必要な情報を提供した。
アクセス数：82,254件

文化市民局 共生社会推進室

13
中小企業と若者・学生との
マッチングなど中小企業の働
き手・担い手確保支援の推進

　中小企業に蓄積された誇れる技術などの魅力を体感できる，企業情報発信
webサイトの充実や取材型インターンシップの実施，若者・学生と企業との
交流会などの効果的なマッチング支援に取り組み，中小企業が必要な働き
手・担い手を確保できるよう支援する。

◆「京のまち企業訪問」掲載企業数（3,784社）
◆取材型インターンシップ（受入先13社，参加者13名）
◆京のまち企業訪問ツアー：10回開催（延べ106名）
◆学生等と市内中小企業等との交流会：17回開催（延べ1,021名）

産業観光局 産業企画室

14
京都の強みを活かした産業振
興による安定した雇用の創出
やひとづくりの推進

　京都独自の産業施策で事業拡大・産業高度化を支援するとともに，ＡＩ・
ＩｏＴ人材の育成を通じた生産性向上・働き方改革を進め，若者をメイン
ターゲットとした良質で安定的な正規雇用を創出し，多様な人材の活躍の場
の拡大を図る。

◆「京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト」本市関係事業の雇
用実績（雇用者数194名）

産業観光局 産業企画室

◆第9回企業向け人権啓発講座（12/16，参加者数14名）
「語ろう！ワーク・ライフ・バランス～ひと・しごと・くらしの視点から
～」

2
ＣＳＲの一環としての「真の
ワーク･ライフ･バランス」講
座の開催

　企業が社会的責任（ＣＳＲ）の一環として「真のワーク･ライフ･バラン
ス」の推進に取り組んでもらえるよう，講座の開催を通じて周知・啓発を行
う。

1/16



15
不本意非正規の正規化など安
定雇用に向けた京都ならでは
の働き方改革推進

　「京都労働経済活力会議」をはじめ，オール京都で経済雇用情勢の変化に
対応し，長時間労働の削減，ワーキングプアなど非正規労働者の正規雇用へ
の拡大，雇用の質の向上に取り組む。とりわけ，本市では，観光関連産業に
おいて，非正規雇用率や若年層の離職率も高く，改善に向けた重点的な対策
が求められており，京都観光を支える担い手の創造・育成を強化するため，
「市外からの担い手確保」「市内の担い手確保・流出防止」「受入事業者の
環境改善」を３本柱として，担い手確保に向けた効果的なマッチング機会を
創出するとともに，コーディネーターを配置し，若者等の担い手の定着・育
成や生産性向上に向けた観光関連事業者の取組への支援を充実する。
　また，関連する認証制度（「京都モデル」ワーク･ライフ･バランス推進企
業等）と連携し，子育て中の女性や高齢者，障害のある方等の雇用の創出・
安定に努める企業の先進事例について，啓発セミナーの開催等により，広く
発信し，普及・拡大を図る。
　さらに，フリーターや大学生に対し，各種セミナーや個別カウンセリング
等の実施により多様な職業観を醸成し，正規雇用の拡大を図る。

◆第16回京都労働経済活力会議（10月）において，オール京都で，人材確保
対策の強化や正規雇用化・定着の促進，労働生産性の向上と働きやすい職場
づくり，多様な働き手が社会参加できる仕組みづくりの推進を確認した。
◆観光産業分野の専門家派遣・出前研修実績（専門家派遣：派遣先27件，相
談支援回数70回，出前研修：派遣先24社，派遣回数61回）
◆大都市圏で開催される転職フェアへの出展（面接者98名）
◆個別キャリアカウンセリング実績（利用者延べ1,960名）

産業観光局 産業企画室

16

ひとを大切にする京都ならで
はの働き方を推進する「京都
労働経済活力会議」など行
政，労使団体による「ブラッ
ク企業・ブラックバイト」の
根絶に向けた周知・啓発

　アルバイトや就職先で賃金の不払いや過重労働等により働く人を使い捨て
にする「ブラック企業・ブラックバイト」の根絶に向け，「京都労働経済活
力会議」など行政，労使団体と連携し，周知・啓発を進める。

◆本市，労働局，府等で構成する「京都キャリア教育推進協議会」におい
て，7月に経済団体や学生アルバイトが多い業界団体に対し，「学生アルバ
イトの適正な労働条件の確保」を要請した。
◆キャンパスプラザ京都にブラックバイト相談窓口を設置し，働くルールを
学ぶセミナーを大学等で実施した。

産業観光局 産業企画室

18
多様な生き方・働き方を実現
するソーシャル・ビジネスの
支援

　京都市ソーシャルイノベーション研究所との連携により，多様な生き方・
働き方を実現するソーシャル・ビジネスに取り組む事業者への支援を行う。

◆ソーシャル・ビジネスに取り組む事業者を，「これからの１０００年を紡
ぐ企業」として令和元年度は計７社認定し，その成長と発展を支援した。

産業観光局
地域企業イノベーショ
ン推進室

　⑤　高齢者，障害者等の就労支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

19
はあと・フレンズ・プロジェ
クトをはじめ障害のあるひと
への就労支援の更なる推進

　障害のある人が，社会的に自立し，かつ生きがいを持って働くことができ
る社会の実現に向けて，引き続き，オール京都体制での就労支援，一般就労
の促進，職場定着に向けた支援，福祉的就労の底上げを図る。

◆京都市障害者職場定着支援等推進センター事業
　北部（H26年度～）と南部（H29年度～）の運営
◆障害者就労支援プロモート事業
　企業見学会等，全14回開催
◆障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業
　実習生：27名（うち，3人をチャレンジ雇用）
◆障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業
　1社選定
◆はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業
・はあと・フレンズ・ストアの運営（H23年度～）
・定例会，商品相談会等の開催
・京都マルイにてポップアップストアの開設（平成31年4月～6月）

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

20
高齢者の生きがいづくりや就
労の推進

　高齢者が長年にわたり培ってきた知識，経験や技術等を十分に活かせるよ
う，自らの希望や能力に応じて，臨時的・短期的な就業機会を提供するシル
バー人材センターに対する支援を行うことにより，高齢者の多様な生きがい
づくりや就労の推進に取り組んでいる。

◆高齢者の経験や能力を活かせる臨時的かつ短期的な仕事を提供する「シル
バー人材センター」への支援を行うことで，高齢者の積極的な社会参加を
図っている。
◆会員数
　５，１８２人（令和元年度末現在）

保健福祉局 健康長寿企画課

21

ニート，ひきこもり，不登校
などの社会生活を円滑に営む
うえでの困難を有する子ど
も・若者への支援の推進

　ニート，ひきこもり，不登校など社会生活を円滑に営むうえでの困難を有
する若者に関する幅広い相談に対応する「子ども・若者総合相談窓口」，子
ども・若者支援に関連する分野の関係機関から構成する「子ども・若者支援
地域協議会」を運営する。
　また，支援地域協議会における支援全般について主導的役割を果たす「子
ども・若者指定支援機関」に本市が独自に配置した「支援コーディネー
ター」が，教育，福祉，医療，雇用等の関係機関やＮＰＯ等の民間団体との
連携により，子ども・若者の社会的自立を目的として，家族も含め継続的に
支援する。
 福祉と保健の垣根を取り払い各区役所・支所に開設された保健福祉セン
ターとの連携強化を図る。

◆子ども・若者総合相談窓口
　相談件数:755件
◆支援コーディネーター
　支援ケース数：96ケース

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

　⑥　若者の「ライフプラン」学習の支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

22

若者の職業的自立を支援する
「京都若者サポートステー
ション」の取組の推進など，
更なる青少年の自立支援の強
化

　二ートやひきこもり等により，無業の状態にある15歳から39歳までの若者
の職業的自立を目的に，キャリアコンサルタントや臨床心理士による専門的
相談，職業ふれあい事業による職業体験等を実施し，個別・継続的に支援す
る「京都若者サポートステーション」を運営する。
　また，支援対象者の課題に応じた支援を実施するため，国・府をはじめと
した関係機関との一層の連携強化を図るとともに，青少年の自立支援の更な
る強化に向け，条例の制定も含めて検討する。

◆相談事業
・相談件数：2,411件
・就職者数：38人
◆職業ふれあい事業等
・実施回数：267回
・参加者数：延880名

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

23
総合支援学校高等部生徒の自
立と社会参加を目指したキャ
リア教育・就労支援の推進

　総合支援学校高等部生徒の企業等への就労に向け，学校での学びを企業や
関係団体との連携による長期的・計画的な実習と組み合わせることにより，
企業等で活躍できる生徒を育成する「デュアルシステム」の更なる充実を図
るとともに，高等部職業学科を中心とした地域との協力・協働のもと進める
新たなキャリア教育を推進する。

◆総合支援学校高等部職業学科が中心となって「デュアルシステム」の取組
を進め，339の企業・事業所等に757回実習を実施した。

教育委員会事
務局

指導部総合育成支
援課

24

学齢期の学びが生涯の生き
方・社会貢献につながる社会
的・職業的自立に向けた生き
方探究教育の推進

　子どもたちが学ぶ意味や自らの生き方を探究する「生き方探究教育」を推
進するため，生き方探究館内に再現された実際の「街」で職業体験や生活設
計体験を行う「スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業」，京都の
モノづくりを学び体験する「京都こどもモノづくり事業」，約3,500の事業
所で職場体験等を行う「生き方探究・チャレンジ体験推進事業」を実施す
る。

◆スチューデントシティ学習…全市立小学校149校（実施対象児童がいない1
校及び実施学年移行のため不参加の1校，新型コロナウイルスの流行により
学習を中止した12校を除く）9,480名が参加。
◆ファイナンスパーク学習…市立中学校66校（新型コロナウイルスの流行に
より学習を中止した2校を除く）と総合支援学校5校の計71校7,235名が参
加。
◆京都モノづくりの殿堂・工房学習…市立小学校159校（153回）と総合支援
学校5校（5回），計164校（158回）9,701名が参加。
◆殿堂の一般公開…延べ1,967名が来館。
◆京少年少女モノづくり倶楽部…3,795件の会員登録・185団体563件の講座
情報を発信。
◆第14回「至高の動くおもちゃづくり」トイ・コンテスト グランプリ…小
学校3～6年生100校441名が参加。
◆生き方探究・チャレンジ体験…3,330事業所において，全市立中学校72校
(対象生徒数が少人数のため隔年実施を行っている学校（令和元年度は未実
施）を除く）と総合支援学校5校，計77校9,237名が参加。

教育委員会事
務局

京都まなびの街生
き方探究館

◆伝統産業技術後継者育成研修（京都市産業技術研究所）
　全10コース，定員138人，受講者数98人
◆「京都×パリ」京ものアート市場開拓支援事業
・参画事業者決定10名（4月）
・パリにおいて京都の参画事業者とパリの職人・アーティストのマッチング
を実施（5月）
・商品開発開始（6月～）
・京都において参画事業者のパリの職人・アーティストがパートナーの工房
訪問や創作活動を実施（7月）
・パリと京都のアーティスト又は職人がスカイプによるミーティングを実施
（8月～）
・パリ市ギャラリー「アトリエ・ド・パリ」での展示会開催（2月）
・アートフェア「コレクト」に出展（2月）
・「日本橋髙島屋」での展示会開催（3月)

産業観光局

産業イノベーショ
ン推進室（京都市
産業技術研究所）
クリエイティブ産
業振興室

17
世界にはばたく伝統産業後継
者育成事業

　京都市産業技術研究所における後継者育成研修を通じた技術の習得支援に
加え，若手職人と伝統産業事業者の就労マッチングや，海外及び現代の市場
ニーズに合ったものづくりから販売戦略・販路開拓支援まで，産学公が連携
して意欲のある若手職人をトータルでサポートすることにより，伝統産業の
未来を担う後継者の育成に取り組む。
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　⑦　女性の活躍推進のための支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

25
「京で輝く！女性活躍推進プ
ロジェクト」の実施【再掲】

　経済団体等と行政（京都市・京都府・京都労働局）が連携して京都におけ
る女性の活躍推進を図る体制として設置した「輝く女性応援京都会議」の
下，経営者層や管理職等を対象としたシンポジウムや一般社員，女子大学生
等を対象としたセミナー等を実施するとともに，女性活躍に関する広報啓
発，企業を対象とした女性の活躍実態調査を実施する。

◆シンポジウム及びセミナー等を開催
・「京で輝く！女性活躍推進シンポジウム」
　　参加者数：１６６名
・女性活躍推進のためのセミナー
　　女子学生向けセミナー　参加者数：２７名
    一般社員向けセミナー→新型コロナウイルス感染症予防のため中止
・WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT(WIT)2019
　　分科会「男性の家事育児参加が社会を変える」
　　参加者数：約５００名（会議全体）

文化市民局 共生社会推進室

【重点項目２】　家族とつながりいきいきとした家庭人としての役割を担うための支援

＜子育てや介護等の負担軽減の支援＞

　①　子育てしながら働き続けられる条件整備
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

26
妊娠前から出産・育児を通じ
た包括支援の推進

　子育て世代包括支援センターである各区役所・支所保健福祉センター子ど
もはぐくみ室を核に，妊娠を希望する方への助成事業を拡充するとともに，
保健師による母子健康手帳発行時の妊婦全数面接や，「こんにちはプレママ
事業」，「こんにちは赤ちゃん事業」，「スマイルママ・ホッと事業（産後
ケア事業）」，「乳幼児健康診査」等による支援を行い，必要に応じて地域
の関係機関と連携しながら，課題や困難を抱える子どもや子育て家庭への支
援を行うことで，妊娠前から出産・育児を通じた包括支援を推進する。

◆こんにちはプレママ事業
・実件数　3,835件
・延件数　3,998件
◆こんにちは赤ちゃん事業訪問件数
・実件数　9,394件
・延件数 10,003件
◆スマイルママ・ホッと事業利用件数
・産後ショートステイ
 利用組数：184組　利用日数（延）：665日
・産後デイケア
 利用組数：52組　利用日数（延）：90日
◆乳幼児健康診査受診人員
・4か月児健康診査 　：9,404人
・8か月児健康診査　 ：9,377人
・1歳6か月児健康診査：9,784人
・3歳児健康診査　 　：10,228人
◆家庭訪問型継続的個別支援に係る家庭訪問実績
・訪問実家庭数　897件
・訪問延べ回数　3,072回

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

27 妊娠期からの子育て支援

　各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室において，妊娠･出産
を希望する夫婦等への支援として，男性不妊の初回治療費に係る助成拡充を
図るとともに，すべての妊婦を対象として母子健康手帳交付時に保健師が面
接し，出産後においても，乳幼児健診等の子育て支援や窓口における相談対
応の機会に，個々の家庭状況やニーズに「気づき」，対象者が必要とする支
援の利用に「つなぐ」，「子育て支援コンシェルジュ」としての役割を発揮
し，子どもや子育て家庭の総合相談窓口として，切れ目のない支援を行う。
　また，地域における保育所等で行われるイベント等の子育て情報の発信や
関係機関とのネットワークを構築するとともに，保健と福祉の観点を総合し
た取組を実施する。

◆各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室において，妊娠･出産
を希望する夫婦等への支援として，男性不妊の初回治療費に係る助成拡充を
図るとともに，すべての妊婦を対象として母子健康手帳交付時に保健師が面
接し，出産後においても，乳幼児健診等の子育て支援や窓口における相談対
応の機会に，個々の家庭状況やニーズに「気づき」，対象者が必要とする支
援の利用に「つなぐ」，「子育て支援コンシェルジュ」としての役割を発揮
し，子どもや子育て家庭の総合相談窓口として，切れ目のない支援を行っ
た。
◆また，地域における保育所等で行われるイベント等の子育て情報の発信や
関係機関とのネットワークを構築するとともに，保健と福祉の観点を総合し
た取組を実施した。

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課
子ども家庭支援課

28
ファミリーサポート事業など
地域における子育て支援活動
の活性化

　ファミリーサポート事業や子育てサロン，子育てサークルなど，地域にお
いて住民相互で行われる子育て支援活動を，地域の子育て支援拠点や公共的
団体等と連携し，一層推進する。

◆会員数（令和2年3月末現在）
・依頼会員　5,646人
・提供会員　　915人
・両方会員　　180人

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

29 思春期保健対策の強化

　近い将来，妊娠・出産・育児という親としての役割を担う思春期の子ども
達が，心身ともに健やかに成長し，父性・母性を育むことができるよう，大
学生ボランティアを活用した中高生対象の体験型思春期健康教育を通じて，
思春期における次世代を担う意識や，社会全体で妊娠・出産・育児を支える
一員としての意識を育む。

◆思春期健康教室
・実施回数　48回
・参加生徒人数　4,055人

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

30

「子どもを共に育む親支援プ
ログラム」及び「青少年のた
めの親学習プログラム」の推
進

　保護者同士が，子育てに必要な知識・技術や悩み・疑問などを共有するこ
とで，親自身が成長することを目指す「親支援プログラム」や，これから親
になる世代に対して，いのちの大切さ，親の役割及び家族の重要性をより理
解することができるよう学びの機会の拡大を目指す「青少年のための親学習
プログラム」を活用した取組を実施する。

◆学校・幼稚園・保育園（所）・児童館・区役所・支所の子どもはぐくみ
室・こどもみらい館等において，1,527回開催し，15,102人が参加した。

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

32
子どもの医療費負担軽減の更
なる拡充

　子どもの健やかな成長と子育て世代の経済的負担の軽減を図るため，子ど
もの通院又は入院にかかる医療費の一部を助成する子ども医療費支給制度に
ついて，府市協調により，更なる拡充を図る。
　また，子ども医療費に係る恒久的な補助制度の創設を国に要望する。

◆令和元年6月に，国における新たな子ども医療費等助成制度の創設及び子
ども医療費（小学生以上分）等の地方単独事業の実施に伴う国民健康保険事
業に対する国庫負担金の減額調整措置の撤廃を国に要望
◆令和元年9月から，3歳以上の通院医療費の自己負担額を軽減（月3,000円
⇒月1,500円）

子ども若者は
ぐくみ局

子ども家庭支援課

33
幼児教育・保育における利用
者負担の軽減の継続

　国基準を下回る利用者負担額（保育料）の設定や，多子世帯に対する負担
軽減など，引き続き，子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。
　また，国において，令和元年１０月から３～５歳児の全ての子ども及び０
～２歳児のうち市民税非課税世帯の子どもの保育料の無償化が実施される予
定。

◆幼児教育・保育の無償化により，３～５歳児（認定こども園の教育認定の
子どもは満３歳～５歳児）と０～２歳児の市民税非課税世帯の保育料を無償
化。
◆上記を除く０～２歳児に係る保育料については，次のとおり。
＜国基準を下回る保育料軽減策＞
　保育料負担額を国基準の６９．３％まで軽減【令和元年度予算数値（決算
数値は未確定）】
＜多子世帯に対する負担軽減策＞
・税額169,000円未満の世帯内３人目以降の保育料無償化
・同時入所等の２人目（子どもはぐくみ応援額）の保育料は，１人目（基準
額）の保育料の半額以下に軽減

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

34
保育所等の待機児童ゼロの継
続～保育所等の新設，増改築
等による定員拡大～

　就労希望者の増加に伴う保育需要の高まりに対応するため，保育所等の新
設，増改築及び分園設置等による定員の拡大，並びに小規模保育事業等の整
備によって，「待機児童ゼロ」の継続に向けた取組を実施していく。

＜令和2年4月に向けた取組＞
◆民間保育所等9箇所
◆小規模保育事業8箇所
合計17箇所（264人分）

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

35
多様な保育サービスの提供
～時間外（延長）保育，一時
預かりなどの拡大～

　就労形態が多様化するなか，様々な保育需要に対応するため，多様な保育
サービスが求められており，一時預かり，延長保育及び病児・病後児保育に
ついて，地域的なバランスを考慮したうえで提供体制の拡充を図る。

◆一時預かり事業：1施設増（57施設→58施設）
◆病児・病後児保育事業：4月より1施設（定員3人），1月より1施設（定員3
人），新たに実施
◆延長保育：7施設増（268施設→275施設）

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

36
障害のある児童等の保育の充
実

　幼稚園，保育園（所），認定こども園，地域型保育事業の施設において，
障害のある子どもの受入体制の充実を図るとともに，きめ細かな保育を実施
する。

◆民間保育施設において，より積極的な受け入れが行われるよう制度周知等
により働きかけるとともに，保育園の障害児保育のノウハウ蓄積のために，
研修や相談窓口等の事業を行った。
・実施施設数：262（公営15・民営222・地域型25）
・認定児童数：1750（公営293・民営1424・地域型33）
・第1回京都市保育施設障害児等保育研修：参加人数　161人
・第2回京都市保育施設障害児等保育研修：参加人数　103人
・第3回京都市保育施設障害児等保育研修：参加人数　 53人

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

◆主に重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサービス運営補助事業を実
施
【令和元年度実績】 補助額4,648,600円，延べ利用児童数4,226人

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課
子ども家庭支援課

31
放課後の子どもたちの居場所
づくりの充実

　子ども・子育て支援新制度の下，障害のある児童の受入体制を強化するな
ど事業の質の確保と利用児童の処遇の更なる向上に取り組みながら，学童ク
ラブ事業の待機児童ゼロを継続する。また，重症心身障害児や医療的ケアが
必要な重度障害児の放課後の居場所づくりを推進する。
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子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

教育委員会事
務局

指導部学校指導課

38
質の高い幼児教育・保育を提
供するための保育士等確保に
向けた取組の推進

　幼児教育・保育の質と量の両面におけるニーズに応えられるよう，保育
士，保育教諭等の安定的な人材の確保を図る。具体的には，人材育成，就業
の継続や再就職の支援，職場の環境改善，大学や保育士養成校など教育機関
やハローワークとの連携強化，保育士確保のための各種貸付事業等の取組を
一層推進する。

◆就職フェア：来場者数415人
◆就職面接会：来場者数126人
◆京都市保育人材サポートセンター：就職者数126人
◆再就職支援研修・就職支援実技研修：受講者数30人
◆保育補助者雇上げのための貸付授業：貸付対象者数37人
◆宿舎借り上げ支援事業：申請者数74人
◆保育園・認定こども園見学ツアー：【日帰り型】参加延人数64人【宿泊
型】参加人数14人

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

39

幼児教育・保育の一体的提供
の推進と市独自の保育士配置
の充実など質の向上に向けた
取組

　既存施設が将来，認定こども園への移行を希望する場合は，認定こども園
へ円滑に移行できるよう，きめ細かな支援を行っていくとともに，一部の市
営保育所について，私立幼稚園や民間保育園と十分連携したうえ，モデル的
に幼保連携型認定こども園への移行に取り組む。
　また，市独自に国基準に上乗せしている保育士配置について充実し，質の
向上に取り組む。

◆令和2年4月に認定こども園に移行した施設
・保育園：4園
・幼稚園：1園（既存の認定こども園と合併し，認定こども園に移行）
◆引続き，条例基準による国基準よりも手厚い保育士配置を実施

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

40
子育て・若年層世帯に対する
住宅支援

　子育て・若年層世帯が安心して子どもを生み育てられるような住環境の創
出に向けて，市営住宅のリノベーション等を行うとともに，子育て世帯等が
求める地域の情報など，幅広いニーズに対応した住情報を発信する。

◆市営住宅の子育て世帯向けリノベーション住宅の供給
・募集戸数　　　８２戸
・応募件数　　１１２件

都市計画局 住宅政策課

　②　地域における子育て支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

41
妊娠前から出産・育児を通じ
た包括支援の推進【再掲】

　子育て世代包括支援センターである各区役所・支所保健福祉センター子ど
もはぐくみ室を核に，妊娠を希望する方への助成事業を拡充するとともに，
保健師による母子健康手帳発行時の妊婦全数面接や，「こんにちはプレママ
事業」，「こんにちは赤ちゃん事業」，「スマイルママ・ホッと事業（産後
ケア事業）」，「乳幼児健康診査」等による支援を行い，必要に応じて地域
の関係機関と連携しながら，課題や困難を抱える子どもや子育て家庭への支
援を行うことで，妊娠前から出産・育児を通じた包括支援を推進する。

◆こんにちはプレママ事業
・実件数　3,835件
・延件数　3,998件
◆こんにちは赤ちゃん事業訪問件数
・実件数　9,394件
・延件数 10,003件
◆スマイルママ・ホッと事業利用件数
・産後ショートステイ
 利用組数：184組　利用日数（延）：665日
・産後デイケア
 利用組数：52組　利用日数（延）：90日
◆乳幼児健康診査受診人員
・4か月児健康診査 　：9,404人
・8か月児健康診査　 ：9,377人
・1歳6か月児健康診査：9,784人
・3歳児健康診査　 　：10,228人
◆家庭訪問型継続的個別支援に係る家庭訪問実績
・訪問実家庭数　897件
・訪問延べ回数　3,072回

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

42
思春期保健対策の強化【再
掲】

　近い将来，妊娠・出産・育児という親としての役割を担う思春期の子ども
達が，心身ともに健やかに成長し，父性・母性を育むことができるよう，大
学生ボランティアを活用した中高生対象の体験型思春期健康教育を通じて，
思春期における次世代を担う意識や，社会全体で妊娠・出産・育児を支える
一員としての意識を育む。

◆思春期健康教室
・実施回数　48回
・参加生徒人数　4,055人

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

43

「子どもを共に育む親支援プ
ログラム」及び「青少年のた
めの親学習プログラム」の推
進【再掲】

　保護者同士が，子育てに必要な知識・技術や悩み・疑問などを共有するこ
とで，親自身が成長することを目指す「親支援プログラム」や，これから親
になる世代に対して，いのちの大切さ，親の役割及び家族の重要性をより理
解することができるよう学びの機会の拡大を目指す「青少年のための親学習
プログラム」を活用した取組を実施する。

◆学校・幼稚園・保育園（所）・児童館・区役所・支所の子どもはぐくみ
室・こどもみらい館等において，1,527回開催し，15,102人が参加した。

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

44
ファミリーサポート事業など
地域における子育て支援活動
の活性化【再掲】

　ファミリーサポート事業や子育てサロン，子育てサークルなど，地域にお
いて住民相互で行われる子育て支援活動を，地域の子育て支援拠点や公共的
団体等と連携し，一層推進する。

◆会員数（令和2年3月末現在）
・依頼会員　5,646人
・提供会員　　915人
・両方会員　　180人

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

45
子育て支援拠点としての幼稚
園，保育園（所），認定こど
も園，児童館等の機能強化

　地域の身近な子育て支援の拠点として，専門性を生かした子育て相談や子
育て情報の発信，親育ちや仲間づくり等の取組の充実により，住民相互によ
る継続的な子育て支援活動を推進するとともに，機能強化を図る。

◆地域子育て支援ステーション事業の利用者数：57,478人
◆子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）事業の利用者数：
143,997人

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

47
「京都はぐくみアプリ」によ
る情報発信をはじめ，子育て
支援情報の的確な提供

　子育てに関する施策やイベント情報のリアルタイム発信など，スマート
フォンアプリ（京都はぐくみアプリ）による子育て関連の情報発信を行うと
ともに，関係機関等と連携し，育児に必要な情報の的確な提供を行う。

◆アクセス数：193,944件
子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

48
市民と行政が一体となった子
育て支援ネットワークの充実

　全市レベル・行政区レベル・身近な地域レベルの三層からなる京都式の
「子どもネットワーク」が核となり，子どもや子育てに関わる関係機関・団
体や企業，市民が連携して，ネットワークを一層強化・発展させる。

◆京都はぐくみネットワーク
・幹事会（第１回：６月１７日実施，第２回：令和２年３月書面開催）
・京都はぐくみネットワーク交流会（１１月１９日，２１日実施）
・　　　　　〃　　　　　　世話役交流会（１２月１７日実施）
◆基幹ステーションの指定
　136学区⇒135学区（学区の統合による減）
※基幹ステーション：地域のネットワーク構築のための中心的な役割を果た
す児童館又は保育園（所），認定こども園

子ども若者は
ぐくみ局

はぐくみ創造推進
室（京都はぐくみ
ネットワークにつ
いて）
育成推進課（管
理）

49
障害や疾病等により支援が必
要な子どもの支援体制の充実

　発達検査の待機期間の縮小等を図るため，児童福祉センターの発達相談機
能などの強化を図る。また，地域における早期の発達支援を推進するため，
地域の支援者と連携し，ペアレントプログラムなどの技能を提供するととも
に，地域における人材育成の取組を実施する。

◆保育所職員によるペアレントプログラム（子育てサポートプログラム）を
用いた保護者支援の実施（延べ１０２回実施）
◆保育士，幼稚園教諭を対象とした発達障害支援に関わる研修コース（発達
支援コーディネーター養成研修会・子育てサポートプログラム支援者養成研
修会）の実施
◆市営保育所保育士，区はぐくみ室保健師，児童館連盟の児童館職員など子
育て支援施設職員を対象とした発達障害支援に関わる研修コースに関して，
講師として職員を派遣
◆地域の関係機関による，発達障害支援を含む子育て支援に職員を派遣

子ども若者は
ぐくみ局

児童福祉センター
発達相談課

50

住民に身近な区役所・支所に
おける幼児教育・保育利用者
への支援ときめ細かな対応の
推進

　市民にとって身近な相談機関である区役所・支所子どもはぐくみ室におい
て，利用者が自らのニーズに合う施設を選択できるよう，地域の幼児教育・
保育施設の情報提供や保育の利用調整など，利用者の視点に立ったきめ細か
な支援を行う。

◆令和2年4月1日保育所等利用申込児童数：31,860人
◆令和2年4月1日保育利用児童数：　　　　31,300人
◆令和2年4月1日入学前児童数に占める保育利用児童数の割合：51.5%

子ども若者は
ぐくみ局

幼保総合支援室

51
子育て・若年層世帯に対する
住宅支援【再掲】

　子育て・若年層世帯が安心して子どもを生み育てられるような住環境の創
出に向けて，市営住宅のリノベーション等を行うとともに，子育て世帯等が
求める地域の情報など，幅広いニーズに対応した住情報を発信する。

◆市営住宅の子育て世帯向けリノベーション住宅の供給
・募集戸数　　　８２戸
・応募件数　　１１２件

都市計画局 住宅政策課

52
ようこそお母さん・お父さん
～左京の子育て応援します～

　左京区内の各学区民生児童委員協議会が，子どもはぐくみ室と連携し，子
育て中の家庭が気軽に育児等の相談ができる体制を構築するため，子育てに
役立つ情報を提供している。
　民生児童委員が子育て家庭を訪問する際，情報提供の他にお祝いカードや
お祝いグッズ等を配布している学区については，これら作成に係る費用（1
学区につき35,000円以内）を補助する。

◆子どもはぐくみ室が実施している「こんにちは赤ちゃん事業」や４か月児
健康診査の際に案内し，申込のあった家庭に地域の民生委員や主任児童委員
が子育てサロンの案内や左京はぐくみだよりなどを月１回程度届けることに
より，地域の繋がりを作っている。
令和元年度は，18学区の民生児童委員が補助金を活用し活動を行った。

左京区役所 子どもはぐくみ室

＜市立幼稚園＞
◆令和元年度　延べ利用人数　54,240人
＜私立幼稚園＞
◆預かり保育実施園数：95園中95園実施
◆私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金
　支給園数：84園（平成30年度より1園増）

◆主に重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサービス運営補助事業を実
施
【令和元年度実績】 補助額4,648,600円，延べ利用児童数4,226人

育成推進課
子ども家庭支援課

子ども若者は
ぐくみ局

　子育て世帯の多様なニーズに応える子育て支援施策の充実を図るため，市
立幼稚園全園において預かり保育を実施するとともに，私立幼稚園等が実施
する預かり保育事業の拡大に向け助成等を行う。

46
放課後の子どもたちの居場所
づくりの充実【再掲】

　子ども・子育て支援新制度の下，障害のある児童の受入体制を強化するな
ど事業の質の確保と利用児童の処遇の更なる向上に取り組みながら，学童ク
ラブ事業の待機児童ゼロを継続する。また，重症心身障害児や医療的ケアが
必要な重度障害児の放課後の居場所づくりを推進する。

幼稚園等における預かり保育
の充実

37
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53
さきょうほっこりベビーフェ
スタ（仮称）

　妊娠中から1歳のお誕生日を迎えるまでの子どもを持つ親を対象とする。
文化力の高い左京区において，プロの音楽家による生演奏を聴くことによ
り，心身ともに穏やかな時間を過ごしてもらうとともに，様々な専門職から
のアドバイスによる育児不安の解消を図り，地域で子育てを支える人たちと
つながる機会を提供し，安心して子どもを産み，子育てができる環境を整え
ることを目的とする。
　行政・区民・地域ぐるみで子どもを共に育む左京区を目指す。

◆京都市交響楽団による演奏，親子のふれあい遊び，体重測定と手形足型ス
タンプカードの作成，子どもはぐくみ室の専門職による子育て相談，民生児
童委員による子育てサロンの紹介などを行うイベント「さきょう ほっこり
ベビーフェスタ☆」を実施。参加者は，音楽を楽しみながら様々な専門職に
相談ができ，地域での子育て支援機関との繋がりを持つ機会となるため満足
度も高いイベントになった。

・実施日時：令和元年8月29日10時～12時（於：左京区役所大会議室）
・参加者：201名
・従事スタッフ等：民生児童委員23名，その他約50名

左京区役所 子どもはぐくみ室

54
北部山間地域（花脊・別所・
広河原）の子育て支援

　京・ベビーハウス堰源において「のびのびやまの子育て　健康相談」を開
催し，乳幼児を対象とした身体測定，健康相談等を実施し，親子の交流を図
る場を設け，地域住民が主体的に子育てや健康づくりに取り組めるよう支援
する。

◆地域の施設において「のびのびやまの子育て健康相談＆交流会」を実施。
乳幼児を対象とした身体測定と小児科医による健康相談，歯科医による歯科
相談を実施するとともに交流会を実施した。山間遠隔地域で乳幼児を養育す
る方にとって専門職に相談でき，交流の機会にもなっている。

・実施日：令和元年11月28日（於：花脊小中学校）
・参加者：健康相談・歯科相談4名，交流会4組

左京区役所 子どもはぐくみ室

　③　ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

55
ひとり親家庭支援センター運
営

　ひとり親世帯の就業・自立に係る相談や技能習得を図り，また，各種の
サークル活動等を通じてひとり親相互の交流を深める施設として運営する。

◆来場者数　2,314名
子ども若者は
ぐくみ局

子ども家庭支援課

56
ひとり親家庭等日常生活支援
事業

　就職活動，疾病，出張等により一時的に生活補助，保育サービスが必要な
場合に，家庭生活支援員の派遣等を行うことにより日常生活の支援を行う。

◆派遣実績　429回，646時間
子ども若者は
ぐくみ局

子ども家庭支援課

57
ひとり親家庭に対する相談・
支援の強化

　ひとり親家庭に対する相談・支援について，京都市ひとり親家庭支援セン
ターや各種支援策の認知度向上に向け，情報誌の発行，ホームページや，区
役所・支所におけるチラシ配布等による情報発信を行う。また，ひとり親家
庭への子育て支援や生活支援とともに就業支援や養育費の確保も含めた経済
的基盤の充実に向けた取組等を推進する。

◆一般相談（電話・来所）　392件
◆就業相談（電話・来所）　690件
◆法律相談　94件
◆情報誌やホームページ等で情報発信を行った。

子ども若者は
ぐくみ局

子ども家庭支援課

　④　介護者の負担軽減につながる介護サービスの実施及び高齢者の生活や介護に関する専門相談等
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

58
特別養護老人ホームをはじめ
とする介護サービス基盤の充
実

　高齢者保健福祉施策を総合的に推進するための計画である「京都市民長寿
すこやかプラン」に基づき，介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安
心して生活できるよう，特別養護老人ホーム等の介護保険施設や地域密着型
サービスの介護サービス基盤整備を進める。

【介護保険施設，地域密着型サービスの整備】
◆特別養護老人ホーム
（新規開設1箇所（80人分），累計6,311人分）
◆介護老人保健施設
（定員減（－40人分），累計4,331人分）
◆認知症高齢者グループホーム
（新規開設3箇所（69人分，累計2,334人分）

保健福祉局 介護ケア推進課

59 長寿すこやかセンターの運営

　高齢者が住み慣れた地域で，いきいきと健やかに暮らすことができるよ
う，高齢者の社会参加の促進及び権利擁護その他の高齢者の福祉の増進を図
ることを目的として，高齢者介護に関する相談や研修，介護家族交流会等を
実施する。

【高齢者介護等に関する相談】
◆令和元年度：789件
【認知症の人の介護家族交流会】
◆令和元年度：17回

保健福祉局 介護ケア推進課

　⑤　家事・子育て・介護等家庭生活における男性の主体的な参画の促進

No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

60
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

61
父親の子育て参加と地域の子
どもは地域で育てる活動を推
進する「おやじの会」事業

　「おやじの会」は京都市内の学校・幼稚園等を単位に活動する父親を中心
としたサークルで，「わが子の父親から地域のおやじへ」を合言葉に，地域
の子どもは地域で育てる土壌づくりを推進するため，子どもに関する様々な
ふれあい活動や地域行事等への参画を通じて，地域の子どもたちの健やかな
育ちを促す。

◆おやじの会実施校：153校園
◆ＯＫ（Ｏ：おやじの／Ｋ：子育て参加に理解がある）企業：累計1,113社

教育委員会事
務局

生涯学習部学校地
域協働推進担当

　⑥　地域における高齢者や障害者等への支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

62
障害のあるひとへの24時間相
談体制の確立（障害者地域生
活支援拠点等の整備）

　障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据え，住み慣れた地域
で安心して暮らすことができるよう，様々な支援を切れ目なく提供し，地域
における障害のある人の生活支援を図るため，全市・全ての障害のある人等
を対象とした京都市障害者休日・夜間相談受付センターを1箇所設置し，土
日祝日等の終日及び平日の夜間・早朝時間帯の電話・ＦＡＸによる相談を受
け付ける。

◆令和元年度　相談受付件数：995件 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

63
グループホームをはじめ障害
のあるひとが地域で安心して
暮らせる施設の設置の促進

　障害のある人が地域の中で自立した生活を送るために重要な役割を果たし
ている障害者グループホーム等，障害のある人が身近に利用できる施設の設
置を促進する。

◆グループホームの新規開設5箇所，定員71名分（増設含む）増加 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

64

高齢者が住み慣れた地域で，
医療や介護等のサービスを切
れ目なく提供する「京都市版
地域包括ケアシステム」の構
築

　医療，介護等のあらゆる関係者が参画する支援ネットワークである「地域
ケア会議」について，これまでの学区や区域，市域を単位としたものに加
え，日常生活圏域を標準とした会議を設置するなど，地域のネットワーク構
築はもとより，地域で必要とされるサービスの把握や対応等に取り組むとと
もに，分野ごとのネットワークとの連携・情報共有を図り，京都市版地域包
括ケアシステムの構築を一層進める。

◆学区レベルの地域ケア会議
　５５３回
◆日常生活圏域を標準とする地域ケア会議
　１２６回
◆区・支所レベルの地域ケア会議（区･支所地域包括支援センター運営協議
会）
　２９回
◆市レベルの地域ケア会議（京都市高齢者施策推進協議会）
　２回

保健福祉局 健康長寿企画課

65

高齢や障害のために，地域で
の生活に不安のあるひとの権
利を守る「成年後見支援セン
ター」・「日常生活自立支援
事業」による権利擁護の推進

　認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者の方々など，判断能力が不十分
な方々の地域生活を支えるため，成年後見支援センターにおいて成年後見制
度の普及啓発，相談対応，手続に係る支援など，ワンストップサービスを提
供するとともに，国基準に基づく各区社会福祉協議会の人員増により運営体
制を強化し，日常生活自立支援事業の推進を図る。

【成年後見支援センター相談件数】
◆新規相談　899件　継続相談　444件 保健福祉局 介護ケア推進課

66

高齢者に配慮した住宅の普及
促進や高齢者が賃貸住宅へ円
滑に入居するための支援の充
実

　不動産関係団体及び福祉関係団体との協働により，住宅と福祉の両面か
ら，高齢者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の普及を促進するとともに，高
齢者が安心してこれらの住宅に入居できるよう，高齢者向けの住宅情報の提
供を行う。さらに，単身高齢者等に低廉な空き物件の紹介と日常的な生活相
談や見守り等を行う高齢者すまい・生活支援事業について，事業内容の検証
等を行い，継続的・発展的に取り組める，持続可能な事業スキームを構築す
る。

◆すこやか賃貸住宅登録戸数　５，０４６戸（Ｒ２.３．３１現在）
◆高齢者すまい・生活支援事業契約件数　９７件（累計数）

都市計画局 住宅政策課
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67
高齢者にやさしいまち左京
（高齢者にやさしい店）

　誰もが迎える高齢期に向け，区民ひとりひとりが自分ごととして高齢者に
やさしい環境づくりに取り組むことを目的とする。
　取組としては，区内の商店・金融機関等を対象に認知症について知識，理
解を深めていただく認知症サポーター養成講座を受講した後，「高齢者にや
さしい店」として認定し，高齢者の見守り支援の拠点となってもらう。
　「高齢者にやさしい店」の取組の他に区民を対象にして「左京区民認知症
特別講座」も実施する。

◆「高齢者にやさしい店」登録店舗280店（令和2年3月末現在）
◆さきょう認知症にやさしい地域づくり部会の開催（年6回実施）
　平成31年度事業計画を協議し，各取組について協議・決定
◆左京区民ふれあいまつりにてパネル展示，相談コーナーを設置（7/28，場
所：みやこメッセ）
◆「高齢者にやさしい店」「認知症の人と家族の会」のパネル展示の実施
（8/30～9/12，場所：区役所）
◆交通セクター認知症サポーター実践ワークショップ「認知症になっても外
出をあきらめない」の開催（9/3，場所：区役所，参加者：46名）
◆「認知症にやさしい駅カフェ」当事者との企画会議の開催（9/17，場所：
左京区役所）
◆左京区特別講座「認知症で起きる住まいのトラブル」の開催（9/20 ，場
所：左京区役所，参加者：188名）
◆認知症にやさしい駅カフェの開催（9/17，場所：叡山電車八瀬比叡山口
駅，参加者：140名）
◆ワンコイン学習会「認知症における漢方薬の可能性について」（10/3，場
所：左京区役所）
※2/28のワンコイン学習会 がは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止
◆ＲＵＮ伴2019　岩倉エリア
◆高齢者にやさしい店フォローアップ研修・新規登録店説明会（10/23，場
所：左京区役所，参加者：52名）

左京区役所 健康長寿推進課

　⑦　家族のつながりを支える取組
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

68
結婚を望むひとを応援する
「婚活支援事業」の更なる推
進

　結婚を望む未婚の男女に対し，共に人生を歩むパートナーとのつながりを
築くきっかけとなる出会いと交流の場を提供する婚活イベントを実施する。
また，ホームページ等による婚活に役立つ情報発信の強化を図る。

◆京都婚活2019の開催
　募集260名／応募534名
◆クッキングde京都婚活の開催（計4回）
　募集112名／応募245名
◆大徳寺de京都婚活の開催（計2回）
　募集60名／応募258名
◆京都市情報館，京都style婚活WEBにてイベント情報を発信

文化市民局 共生社会推進室

69
市営住宅ストック総合活用計
画の推進による住宅セーフ
ティネット機能の更なる充実

　住宅セーフティネットの充実を図るため，京都市市営住宅ストック総合活
用計画に基づいて，中長期的な視点による計画的な整備・再編を検討・推進
することにより，市営住宅ストックを長く有効に活用する。
　また，整備と合わせて，子育て支援や賑わいなど地域のニーズに応じた機
能の導入を図ることで，活気と魅力ある団地の再生を目指すとともに，地域
の活性化を図る。

◆３団地（八条，楽只，崇仁）において団地再生事業を，２団地（樫原，大
受）において耐震改修及びエレベーター設置等の改善事業を進めた。
・耐震化率：79.7％
・エレベーター等設置率59.8.%
・団地再生の際の地域ニーズに応じた機能の導入団地：2団地

都市計画局
すまいまちづくり
課

【重点項目３】　地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援

　①　社会参加，社会貢献意識の醸成
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

70

家庭，学校，職場，地域，そ
の他あらゆる場における，ラ
イフステージに応じた環境教
育・学習の促進

　今後，持続可能な社会を作るうえで最大の鍵となるのが，人の環境に関す
る知識・意識の向上及び行動の活性化であることから，「京都市環境教育・
学習基本指針」に基づき，学校，地域，ＮＰＯ，企業，行政等の様々な主体
の協働・連携により，あらゆる場において，ライフステージに応じた環境教
育・学習が実施されるよう，取組を促進する。

◆指針の策定内容や本市の環境教育・学習の取組を広く発信するなど，基本
指針に基づく取組を実施した。

環境政策局 環境総務課

71
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発【再掲】

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

72
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進 【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

73
地域活動や市民活動団体への
幅広い世代や主体の参加・連
携による担い手の創出・育成

　地縁団体と市民活動団体の新たな担い手を創出・育成し，次世代への円滑
な引継ぎを支援するため，「真のワーク･ライフ･バランス」を推進し，子育
て世代や民間企業等の従業員向け各種講座を開催するとともに，市職員も率
先垂範するよう意識向上を図り，幅広い世代の地域活動への参加を促進す
る。
　また，自治会・町内会等とＮＰＯ法人が連携して取り組む事業に対して支
援を行うなど，地縁団体と市民活動団体の連携をより一層推進する。

◆ＰＴＡしんぶん２月号，京都はぐくみ通信／ＧＯＧＯ土曜塾（３・４月
号）への啓発記事掲載（令和2年2月・3月）
◆京都商工会議所及び中小企業家同友会等を通じた各事業者に対するメール
マガジン等の啓発（平成31年4月）
◆「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業」
　地域団体とＮＰＯ法人が連携して地域の課題解決に取組む事業に助成する
事業を実施（3事業）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

74

区役所・支所と各種団体，Ｎ
ＰＯ，保育所，学校・ＰＴ
Ａ・学校運営協議会，大学，
企業との連携の推進

　区役所・支所と地域や学校等とのパイプ役であるまちづくりアドバイ
ザー，子ども育みサポーター（教育委員会首席社会教育主事）等の専門性
や，福祉的支援が必要な方に，地域や福祉の専門機関と連携・協働し，適切
な支援に結びつける地域あんしん支援員の取組等も活かし，保育所，学校・
ＰＴＡ・学校運営協議会，自治会・町内会，学区社会福祉協議会・民生児童
委員協議会などの地域福祉組織，大学，企業のネットワークを強め，地域の
まちづくりを推進する。
　このため，自治会・町内会とＰＴＡのそれぞれに連絡担当者の設置を働き
かけるとともに，市民活動総合センターなどとの連携や“みんなごと”のま
ちづくり推進事業のサポーター制度の活用などにより，地域団体とＮＰＯ等
がネットワークづくりや協働を行う機会を充実する。

◆京都市ＰＴＡフェスティバルにおける地域コミュニティに関するアンケー
ト及びヒアリング調査の実施（令和元年12月）
・アンケート調査数　　　１２６件
　　　　　　調査校数　　　５９校
・うち，連絡調整者把握校数　４８校
◆「市縁堂2019」の開催（令和元年12月）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

75 若者の地域活動への参加促進

　地域行事への子どもの参加（演奏，演技など）が定着しているが，更に一
歩進め，企画段階から参画してもらうなど，区役所・支所や青少年活動セン
ターなどを拠点に，学校とも連携を強め，中学・高校生等の若者の地域活動
へのより主体的なかかわりを促すことにより，地域への理解を深め，将来の
担い手の育成につなげる。
　また，大学生等についても，入学時の早い段階から，転入に伴う住民票の
異動とともに，自治会・町内会への加入や地域活動への参加を呼びかける。
さらに，その後も地域活動に関する情報が伝わる仕組みづくりを行う。

◆大学や専修学校の新入学生等に向けた自治会加入や地域活動への参加等の
啓発物を作成，配布（令和2年3月）

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

76
市民ぐるみで健康づくりに取
り組む「世界一健康長寿のま
ち・京都」推進プロジェクト

　京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づくりを市民ぐるみ
で推進し，健康寿命を平均寿命に近づけ，笑顔でいきいきと健やかな「健康
長寿のまち・京都」の実現を目指す。このため，幅広い市民団体や企業等が
参加する「健康長寿のまち・京都市民会議」と連携し，「身体活動・スポー
ツ」，「食」，「口腔ケア」等に関わる取組や「いきいきポイント」や「い
きいきアワード」等を通じて，ライフステージ等に応じた健康づくりを市民
ぐるみで推進する。

＜主な取組実績＞
◆健康ポイント事業「健康長寿のまち・京都いきいきポイント」
　プレゼント応募件数（年４回合計）：１４，５９８件
　※　参考 平成３０年度（年３回合計）：８，０５４件
◆健康づくり推進者表彰
　「健康長寿のまち・京都いきいきアワード2019」
　　大賞４組と奨励賞２４組（計２８組）を表彰

保健福祉局 健康長寿企画課

77
「歩くまち・京都」憲章の普
及・啓発

　市民，観光客，事業者，行政が一体となって，ひとと公共交通優先の「歩
いて楽しいまち」を実現するための行動規範を明確にした「歩くまち・京
都」憲章の普及・啓発を実施する。

◆各種イベントへブースを出展し，「歩くまち・京都」憲章の普及啓発を実
施した。

都市計画局
歩くまち京都推進
室

78

京都ならではのすまいや暮ら
し方等を学ぶ「住教育」及び
子どもたちが健やかに育つ住
まい方等を創造する「住育」
の推進

　京都の未来を担う子どもたちが，すまいに関する基礎的な知識・知恵や，
京都らしい暮らし方について，様々な機会を通じて学ぶ「住教育」の取組を
進める。また，家族の絆や地域とのつながりを大切にした暮らしや，子ども
たちが暮らしの中で学び，すこやかに育つすまい方を創造する「住育」の取
組を推進する。

◆すまいスクール
・インテリアで考える地震対策（中学生）
　受講者数：４４名
◆新築住宅の省エネルギー化推進事業（親子向け講座）
・小学生親子向け体験講座「あつ～い夏を涼しく過ごそう！」
　受講者数：２６名
・百年の家の秘密！「土壁の秘密と壁塗り体験」
　受講者数：５１名
・木のやさしさを味わう！木工体験
　受講者数：５７名

都市計画局 住宅政策課
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79
セカンドライフをいきいきと
生きる
～左京・からだの学校～

定年後世代の健康づくりの取組を強化し，定年した区民が，地域の中でつな
がりを持ち，その人らしく健康に生きることを目指して，学校をイメージし
た連続講座を実施する。

◆参加人数：延人数600名。
◆内容：本事業は平成29年度から3か年計画での取組であり，令和元年度が
最終年度。毎年おおむね60歳以上の左京区民100名を定員として参加者を募
集し，健康づくりに関する全8回の連続講座を実施した。講座の中では，地
域とのつながりを促進するため，地域包括支援センター職員との協働でグ
ループワークを実施。また，更なる社会参加を促すため，講座の中で地域の
イベントやボランティア活動の紹介を行った。講座の内容によっては平成29
年，30年度左京・からだの学校卒業生も参加可能とし，ウォーキングの講座
では卒業生がウォーキング講師やボランティアスタッフとして参加され，社
会貢献意識を高める働きかけを行った。

左京区役所 健康長寿推進課

80
左京・健康なまちづくりプロ
ジェクト

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆第3回左京・健康なまちづくりコンテスト「左京健康かるたの読み札の
句」
　区民の健康づくりの関心を高めるために作品を広く募集し，応募総数は
478作品。成果物として左京健康かるたを作成した。左京区民ふれあいまつ
りでの表彰式や区役所でのパネル展示，左京健康かるたの公立小中学校等へ
の寄贈・地域への貸出等様々な取組によって，入選作品を広く共有し，左京
区の健康づくりの機運を高めた。
◆さくらちゃん体操ひろば
　日時：毎週水曜日午後2時～約30分間，場所：左京区役所
　左京区健康づくりサポーター（市民ボランティア）主催により左京区オリ
ジナル体操を実施。令和元年度は延べ1,360名の区民が参加した。区民の健
康づくり及び社会参加を促進させる機会となった。
◆～元気を未来へつなぐ～シニアファッションショー
　区内の高齢者がモデルを務めるファッションショーのほか，健康に関する
内容を盛り込んだイベントで，310名が参加。実行委員会の中には，区民提
案・共汗まちづくり支援事業「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・
からだの学校～」の卒業生も参画し，区民の主体的な健康づくりや仲間づく
り，生きがいづくりを支援した。

左京区役所 健康長寿推進課

81 ＰＴＡ活動の促進

人権尊重街頭啓発活動など市民憲章の普及や人権尊重を訴えるための活動を
支援する。また，京都市立の全校種のＰＴＡ会員が一堂に集い，会員同士の
絆を深めることを目的に，平成10年度から京都市ＰＴＡフェスティバルを開
催している。

◆ＰＴＡが実施する，令和元年12月7日（土）の人権尊重街頭啓発活動の支
援を行った。令和元年12月14日（土）には，第22回京都市ＰＴＡフェスティ
バルを実施した。

教育委員会事
務局

生涯学習部学校地
域協働推進担当

教育委員会事
務局

指導部学校指導課

選挙管理委員
会事務局

選挙課

　②　地域活動や市民活動等の社会活動への参加促進と活動支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

83
まちの美化推進住民協定締結
団体支援制度

　町内清掃や門掃き活動をはじめ，飲料容器等のリサイクルなど，地域に根
ざした取組のより一層積極的な推進を目指して，町内会や商店街等を単位と
した「まちの美化推進住民協定」の締結促進を図るとともに，本市の認定す
る協定締結団体に対して清掃用具などの支援を行う。

◆まちの美化推進住民協定締結数　2団体
　　　　　　　　　　　　　累計438団体

環境政策局 まち美化推進課

84
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発【再掲】

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

85
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進 【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

86

京都ならではの地域力を活か
した協働型まちづくり「区民
提案・共汗型まちづくり支援
事業予算」の充実

　区民のまちづくりへの参加の機運を維持，向上し，「地域力」，「市民
力」を更に強化するため，区独自財源である「だいすきっ！京都。寄付金
（応援メニュー：地域振興）」の獲得に向けての取組を充実するなど，「区
民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」の一層の活用に向けた取組を推進
する。
　また，地域の多様な主体が各区基本計画の実現や地域課題の解決に取り組
む「区民まちづくり会議」について，対話型の形式にするなど，区民と行政
とのより創造的なまちづくりにつながるよう充実する。

◆区民提案型支援事業について，307件の活動に補助金を交付するととも
に，共汗型事業として180事業を実施
◆「区民まちづくり会議」をワークショップ形式により開催（北区，中京
区，山科区，下京区）

文化市民局
地域自治推進室
（区政推進担当）

87
各区における「まちづくりカ
フェ事業」の推進

　仲間づくりや自主活動グループの立ち上げに効果的である「まちづくりカ
フェ事業」について，交流・発表の場づくりや成功事例集等の作成，更に
は，区の未来を語り合うフューチャーセンター（※）化など，一層の活性
化，発展を促す。

※フューチャーセンター：市民，ＮＰＯ，企業，行政等多様な主体が集ま
り，未来志向で対話し，地域や組織の問題解決の方法を検討し，その実現を
サポートしていく機能を有する施設や仕組み

◆区民提案型事業において，まちづくりカフェ事業から生まれた事業を支援
する枠を設定し，申請団体に交付（上京区，中京区，東山区）
◆区民ふれあいまつり2019においてまちづくりカフェ事業から誕生したグ
ループの活動等をPR（左京）
◆まちづくりカフェ事業の開催58回

文化市民局
地域自治推進室
（区政推進担当）

88

地域活動や市民活動団体への
幅広い世代や主体の参加・連
携による担い手の創出・育成
【再掲】

　地縁団体と市民活動団体の新たな担い手を創出・育成し，次世代への円滑
な引継ぎを支援するため，「真のワーク･ライフ･バランス」を推進し，子育
て世代や民間企業等の従業員向け各種講座を開催するとともに，市職員も率
先垂範するよう意識向上を図り，幅広い世代の地域活動への参加を促進す
る。
　また，自治会・町内会等とＮＰＯ法人が連携して取り組む事業に対して支
援を行うなど，地縁団体と市民活動団体の連携をより一層推進する。

◆ＰＴＡしんぶん２月号，京都はぐくみ通信／ＧＯＧＯ土曜塾（３・４月
号）への啓発記事掲載（令和2年2月・3月）
◆京都商工会議所及び中小企業家同友会等を通じた各事業者に対するメール
マガジン等の啓発（平成31年4月）
◆「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業」
　地域団体とＮＰＯ法人が連携して地域の課題解決に取組む事業に助成する
事業を実施（3事業）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

89
市民活動総合センター等の管
理運営

　市民活動総合センター等において活動の場を提供するとともに，市民活動
に関する情報収集・提供，各種相談，市民活動団体等の育成，交流の場の提
供，連携・協働事業等を実施し，多様な市民活動の一層の活発化を図る。

◆市民活動団体等に活動の場を提供するとともに，次の４つの柱で事業を展
開
➀市民活動に関する情報収集・提供
➁市民活動に関する各種相談
➂市民活動団体等の育成
➃幅広い市民の交流の場の提供，連携・協働事業の展開及び市民活動に関す
る研究

文化市民局
地域自治推進室
（市民活動支援担
当）

90
地域における犯罪及び事故を
未然に防止するための生活安
全施策の推進

　「互いに助けあう，犯罪や事故が少ないまち」の実現を目指し，次の取組
を推進する。
・学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，引き続き「学区の安
心安全ネット継続応援事業」を行う。
・多様な人材確保のため，学生防犯ボランティアの支援などを行う。
・市民に脅威を与える暴力団の不当な影響を排除するための条例に基づく取
組を推進する。

◆学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，「学区の安心安全
ネット継続応援事業」を行った。
◆多様な人材確保のため，学生防犯ボランティアの活動を補助金交付により
支援した。
◆本市の事務事業からの暴力団の排除，市民や事業者に対する広報・啓発を
行った。

文化市民局 くらし安全推進課

91 人権啓発活動補助金
　京都市内の市民団体やＮＰＯ法人等が，自主的に実施する人権啓発活動に
対して，補助金を交付することにより支援を行う。

◆特になし 文化市民局 共生社会推進室

◆「政治的教養を育む教育」事業について，中学校10校で実施
◆市立小学校13校，中学校9校で市会議場見学を実施し，議場を体験しなが
ら，議会の役割，仕組み等について学習。
◆市立小・中学校において地域や社会での貢献活動やボランティア活動を実
施。また市立高校においては，地域住民と一緒に行う清掃活動や，東日本大
震災及び熊本地震震災支援のための募金活動を実施するなどのボランティア
活動を実施。
◆「政治的教養を育む教育学習指導案集」，国の副読本を活用した実践的な
授業を実施（平成27年度～）（小中高で授業を実施）
◆市立高校において，地域住民と一緒に行う清掃活動や，東日本大震災及び
熊本地震震災支援のための募金活動を実施するなど，地域や社会での貢献活
動やボランティア活動を実施。
◆明るい選挙出前授業の実施
　小学校５校　中学校８校　高等学校４校　総合支援学校２校

82

学校での学びを地域・社会の
課題解決につなげ，子どもの
社会参画の力や政治的教養を
育む教育の推進

　小中高等学校において，地域・ＮＰＯ等との連携の下，本市が独自に作成
した「政治的教養を育む教育学習指導案集」を活用した実践的な授業，地域
や社会での貢献活動やボランティア活動等を推進し，子どもたちの地方自治
や政治，選挙に対する関心を高めるとともに，主体的な選択・判断力を高
め，他者と協働して様々な課題を解決していく社会の形成者としての資質や
能力の育成を図る。

7/16



92
世代やライフスタイル等に応
じた消費者教育の推進

　消費者被害に遭わないだけではなく，持続可能な社会の形成に積極的に参
画する消費者を育成するため，関係団体等とも連携し，年齢階層やライフス
タイルに応じた消費者教育を推進する。

◆特定の年齢階層（高齢者，大学生等）を対象とした出前講座の実施（49
回，参加者数1,035名（3月末現在））
◆「ともに築こう豊かな消費社会～誰一人取り残さない２０１９～」の開催
（5月，参加者数143名）
◆きょうと市民しんぶん（令和元年5月1日号特集）を活用したエシカル消費
の普及に係る広報（5月）
◆消費者力パワーアップセミナー2019（第1期）の開催（7月計2回，参加者
数37名）
◆消費者力パワーアップセミナー2019（第2期）の開催（10月計2回，参加者
数42名）
◆消費者力パワーアップセミナー2019（第3期）の開催（1月及び2月計2回，
参加者数34名）
◆青少年消費生活講座の開催（7月，参加者数14名）
◆子ども消費生活講座の開催（8月，参加者数29名）
◆「夏休みワークショップ～エシカル消費のススメ～」の開催（8月）
◆大学における消費生活講座の実施（9/30～1/20）
◆消費生活フェスタの開催（11月，7イベント合同，参加者数20,000名）
◆「みんなと落語で考えよう！消費者問題」の開催（11月，参加者数541
名）

文化市民局
消費生活総合セン
ター

93 京都観光サポーター制度

　海外において京都ブランドを発信していただく「京都国際観光大使」，京
都ならではのおもてなしを実践し，京都の魅力発信に貢献していただく「京
都おもてなし大使」，京都ゆかりの著名人による「京都名誉観光大使」を任
命し，観光振興に御尽力いただくとともに，観光ボランティア団体の交流・
連携を図ることを通じて，市民ぐるみのおもてなしの輪を広げる。

◆「京都国際観光大使」に１法人２名，「京都観光おもてなし大使」に５名
を新たに任命した。

産業観光局
観光ＭＩＣＥ推進
室

94
福祉ボランティアセンター事
業の充実

　学校，福祉施設等との連携による福祉教育の推進，大学との連携による被
災地支援や災害への備え，企業・団体等の社会貢献活動の推進，学区社会福
祉協議会等との連携による世代間交流の取組等，ライフステージに応じた取
組を推進すること等により，幅広い世代の福祉ボランティア活動への参加促
進を図る。

◆ボランティアに関する相談件数
　１，４２６件
◆ボランティアに関する講座
　全４回，受講者数１５６名
◆令和元年台風第１９号被災地に対する派遣者数
　５４名
◆災害ボランティアセンター講座
　全５回，受講者数４６名
◆災害ボランティアセンター訓練参加者数
　１，０２２名
◆広報誌（月刊誌）発行部数
　９，０００部×１１回

保健福祉局 健康長寿企画課

95
高齢者が地域の支え手として
活躍できる仕組みづくり

　より多くの高齢者が地域の支え手としていきいきと活躍できるよう，担い
手養成研修を実施するとともに，活動の場の創出を支援する。

◆「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修」修了者数１１２人
◆「地域支え合い活動入門講座」受講者数　３４７人

保健福祉局
健康長寿企画課
介護ケア推進課

96
青少年活動センターにおける
居場所づくりや交流促進によ
る自己成長の支援

　青少年活動センターにおいて，同年代･異年齢間の交流促進や各種団体と
の協働による地域交流事業を充実することにより，青少年の自分づくりのた
めに，多様な生き方や行動の見本となる人と出会える機会を創出する。
　また，青少年のボランティア活動への参加を促進させるなど，自主的な活
動を支援するとともに，地域若者サポーターの活用などにより，青少年の居
場所づくりを充実させ，課題を有する青少年の成長を支援する。

◆全体：「ロビーワーク」「ロビープログラム」学校や家庭以外の安心でき
る居場所を提供。
◆北「ごぶSAT」，中央「街中コミュニティ」「赤れんがcafe」：コミュニ
ケーションが苦手，対人関係に不安があるなど，何らかの課題を抱える青少
年が，安心して参加できる居場所空間をつくり，グループ体験や協同作業な
どを通じて，参加者が多様な関係性を築き，自己成長できる機会を提供。
◆中央「交流プログラム CONTACT」：気軽にボランティア活動に触れ，グ
ループ活動を通して他者と交流し，楽しさ・やりがい・役立ち感を得られる
活動として清掃活動やロビー企画のボランティアなど通年で実施。
◆北「卓球フリータイム」：青少年に気軽に体を動かせる機会を提供し，参
加者同士の交流を促進するために実施。
◆山科「余暇充実事業」：主に中高生を対象に，気軽に参加できるイベント
（スポーツ，食，美術，工作，音楽，芸術）を実施した。
◆山科「やませいカフェ　Mountain Blue」「やませい食堂」「自習室&自習
室カフェ」，南「ロビー喫茶」：青少年が余暇の時間を安心安全に過ごせる
食の場を提供。
◆南「清掃活動ボランティア ひろいーな」：ゆるやかに参加できるグルー
プ活動の場を提供。
◆南「ボランティア体験事業ふらっと♭」：一日限定で，地域のおまつりや
イベントに参加するボランティア体験事業として実施。

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

97

セカンドライフをいきいきと
生きる
～左京・からだの学校～【再
掲】

定年後世代の健康づくりの取組を強化し，定年した区民が，地域の中でつな
がりを持ち，その人らしく健康に生きることを目指して，学校をイメージし
た連続講座を実施する。

◆参加人数：延人数600名。
◆内容：本事業は平成29年度から3か年計画での取組であり，令和元年度が
最終年度。毎年おおむね60歳以上の左京区民100名を定員として参加者を募
集し，健康づくりに関する全8回の連続講座を実施した。講座の中では，地
域とのつながりを促進するため，地域包括支援センター職員との協働でグ
ループワークを実施。また，更なる社会参加を促すため，講座の中で地域の
イベントやボランティア活動の紹介を行った。講座の内容によっては平成29
年，30年度左京・からだの学校卒業生も参加可能とし，ウォーキングの講座
では卒業生がウォーキング講師やボランティアスタッフとして参加され，社
会貢献意識を高める働きかけを行った。

左京区役所 健康長寿推進課

98
左京・健康なまちづくりプロ
ジェクト【再掲】

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆第3回左京・健康なまちづくりコンテスト「左京健康かるたの読み札の
句」
　区民の健康づくりの関心を高めるために作品を広く募集し，応募総数は
478作品。成果物として左京健康かるたを作成した。左京区民ふれあいまつ
りでの表彰式や区役所でのパネル展示，左京健康かるたの公立小中学校等へ
の寄贈・地域への貸出等様々な取組によって，入選作品を広く共有し，左京
区の健康づくりの機運を高めた。
◆さくらちゃん体操ひろば
　日時：毎週水曜日午後2時～約30分間，場所：左京区役所
　左京区健康づくりサポーター（市民ボランティア）主催により左京区オリ
ジナル体操を実施。令和元年度は延べ1,360名の区民が参加した。区民の健
康づくり及び社会参加を促進させる機会となった。
◆～元気を未来へつなぐ～シニアファッションショー
　区内の高齢者がモデルを務めるファッションショーのほか，健康に関する
内容を盛り込んだイベントで，310名が参加。実行委員会の中には，区民提
案・共汗まちづくり支援事業「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・
からだの学校～」の卒業生も参画し，区民の主体的な健康づくりや仲間づく
り，生きがいづくりを支援した。

左京区役所 健康長寿推進課

99
学生自らの防災力を高める
「京都学生消防サポーター」
制度の充実

　市内の大学・短大生等を対象に防火・防災研修を行い，一定の知識・技能
を取得したと認めた者に「京都学生消防サポーターライセンス」を授与する
制度を導入し，学生のまち・京都ならではの地域防災力の向上を図るととも
に，学生の消防団への加入促進を図る。

◆令和元年度は，「京都学生サポーター制度」の見直しを検討。新規募集を
停止し，試行的に同様の目的で活動し京都府が支援する大学等の防災サーク
ル（京都学生ＦＡＳＴ）の学生に対して，京都府と協同で防災指導を行い，
併せて消防団への入団勧奨を実施。

消防局 総務部消防団課

100
学校支援ボランティアのネッ
トワーク化

　子どもたちの学習活動を支援する幅広い分野のボランティアを登録し，各
学校へ派遣する。

◆登録者数1,274名，延派遣人数1,916名
教育委員会事
務局

生涯学習部学校地
域協働推進担当

101

保護者・地域が学校運営に参
画する学校運営協議会の設置
校拡大や絆の大切さを実感す
る地域での体験活動の充実な
ど開かれた学校づくりの更な
る推進

　学校支援活動や学校関係者評価を通して，保護者・地域が積極的に学校運
営に参画し，学校運営について「協議」するだけでなく，共に「行動」する
京都方式による「学校運営協議会」の設置校の拡大を図る。また，各小学校
でのクラス名簿の作成を促進するとともに，地域と交流する体験活動の充実
等により，子どもたちが地域への愛着や地域の一員としての役割，人と人と
の絆の大切さを実感する取組を推進する。

◆市立学校・幼稚園における学校運営協議会の設置数248校園
教育委員会事
務局

学校指導課，生涯
学習部学校地域協
働推進担当
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　③　地域コミュニティの活性化の推進
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

102
「エコ学区」ステップアップ
事業

　地域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイルへの転換を目的に，学習会
の開催支援などを通じて，学区での主体的なエコ活動の充実や市民の環境意
識の向上を図る。また，各家庭の省エネを進めるためのアドバイスを行う省
エネ診断プログラムを実施する。

◆令和元年度は，小学校等と連携し省エネに取り組む地域のプログラム実施
など，多彩なプログラムによる支援を行い，学区の主体的なエコ活動の充実
と活動参加者の拡大を図った。
・京エコライフプログラム実施学区数：4学区
・エコ学区ステップアッププログラム実施学区数：5学区

環境政策局 地球温暖化対策室

103
再生可能エネルギー導入支援
事業

　地域のコミュニティ組織が主体となる，地域に太陽光発電や小水力発電な
ど再生可能エネルギー利用設備を導入しようとする意欲的な取組を支援する
もの。コーディネーターを派遣し，地域の合意形成に向けた支援，再生可能
エネルギー導入に関する調査や事業化の検討等を行う。

◆令和元年度事業実績
・コーディネーターを５地域に派遣
（市原野学区，豊園学区，上高野学区，錦林東山学区，朱雀第三学区）

環境政策局 地球温暖化対策室

104
地域コミュニティにおけるご
み減量・分別の推進

　ごみ減量・分別の取組を推進するため，地域で「使用済てんぷら油の回
収」，「新聞・雑誌・古着などのコミュニティ回収」や「生ごみ・落ち葉等
の堆肥化活動」を実施する場合に必要経費の助成を行う。

◆使用済みてんぷら油回収拠点回収：1,694拠点
◆コミュニティ回収等実施団体：3,055団体
◆堆肥化活動団体：13団体

環境政策局 まち美化推進課

105
住民主体の避難所運営訓練の
実施

　各避難所における避難所運営マニュアルに基づき，住民主体の避難所運営
訓練の実施と訓練結果等を踏まえた運営マニュアルの充実見直しを実施す
る。

◆「働き方見直しモデル職場」の取組で得られたノウハウ等をまとめた「京
都市役所版 働き方改革実践マニュアル」の周知・推進（令和元年4月，12
月）
◆「真のワーク・ライフ・バランス」活動表彰（令和元年度表彰件数：6
件）
◆イクボス宣言済職員数：822名中588名（約72％）（令和元年度末時点）

行財政局 防災危機管理室

106
地域の多様な魅力と個性を生
かした，京都市への移住・定
住の支援

　移住希望者に向けて，京都で暮らす魅力の情報発信や，「しごと」「すま
い」「子育て支援」等に関する相談対応などの移住支援を総合的に行う「移
住サポートセンター」を運営し，京都ならではの市民力と地域の多様な魅力
と個性を生かして，京都市への移住を促進する。
 また，若者を中心に京都で活躍したい方の希望をかなえるため，東京圏に
向けた「京都で暮らし，働く魅力」の発信を行う。

◆移住に関する総合的な相談対応を行うサポートセンターを運営したほか，
ホームページで移住に関する情報を発信した。
◆東京や大阪，京都市内で移住相談会等の移住関連イベントを計10回開催し
た。

総合企画局
総合政策室（ＳＤ
Ｇｓ・市民協働推
進担当）

107

～ひとごとではなく，「自分
ごと」，「みんなごと」とし
て市民・行政が協働！～
“みんなごと”のまちづくり
推進事業

　広く市民の皆様から，京都がもっとよくなる，もっと住みやすくなる，ま
ちづくりの取組提案を募集し，「まちづくり・お宝バンク」に登録・公開す
るとともに，提案の実現や市政への反映に向け，多彩な市民力・地域力を活
かした，きめ細かなサポートを実施する。

◆まちづくりの取組提案を募集した。
◆取組提案の件数：３５０件（令和元年度末までの通算件数）
◆提案の実現に向けたコーディネートやサポートを実施した。

総合企画局
総合政策室（ＳＤ
Ｇｓ・市民協働推
進担当）

108
大学を核にした地域連携，企
業連携の推進

　京都のまち全体をキャンパスとした学びを充実させ，「地域を大切にする
心」を育んだ学生を京都はもとより日本全国・世界各地に輩出するため，大
学や学生が地域と一体となって行うまちづくりや地域活性化の取組を一層推
進するとともに，学生と京都企業が協働して，企業が抱える課題解決等のプ
ロジェクトに取り組む。

◆「学まち連携大学」促進事業
・平成28年度に採択した6大学の地域連携の取組について，引き続き支援し
た。
・地域連携サミットを開催した。

◆「学まちコラボ」事業
・大学と地域が連携して行う地域の活性化や課題解決を目指す取組を支援す
る取組を公募。23件の応募の中から14事業を認定し，支援した。

◆「グローカル人財（担い手）育成事業」
・市内に本社・支社等を置く企業と連携して実施した11プロジェクトに，学
生76名（留学生16名を含む）の参加があった。

総合企画局
総合政策室（大学
政策担当）

109
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進 【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

110
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発【再掲】

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

111

京都ならではの地域力を活か
した協働型まちづくり「区民
提案・共汗型まちづくり支援
事業予算」の充実【再掲】

　区民のまちづくりへの参加の機運を維持，向上し，「地域力」，「市民
力」を更に強化するため，区独自財源である「だいすきっ！京都。寄付金
（応援メニュー：地域振興）」の獲得に向けての取組を充実するなど，「区
民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」の一層の活用に向けた取組を推進
する。
　また，地域の多様な主体が各区基本計画の実現や地域課題の解決に取り組
む「区民まちづくり会議」について，対話型の形式にするなど，区民と行政
とのより創造的なまちづくりにつながるよう充実する。

◆区民提案型支援事業について，307件の活動に補助金を交付するととも
に，共汗型事業として180事業を実施
◆「区民まちづくり会議」をワークショップ形式により開催（北区，中京
区，山科区，下京区）

文化市民局
地域自治推進室
（区政推進担当）

112
地域コミュニティサポートセ
ンターの運営

　市民活動センターや景観・まちづくりセンター，まちづくりアドバイザー
等と連携し，地域コミュニティ活性化に関する区役所・支所での相談対応等
を支援し，助言，調整等を行う総合的な相談窓口「地域コミュニティサポー
トセンター」を運営する。

◆地域コミュニティサポートセンターの運営
　相談件数　５８７件

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

113
地域コミュニティ活性化に向
けた地域活動支援制度の運用

　自治会・町内会や学区自治連合会が，加入率向上，運営活性化等に取り組
む場合や，マンション等で新たに自治会の設立に取り組む場合に，その経費
の一部を助成することで，地域コミュニティ活性化に向けた地域の取組を支
援する。

◆地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援助成金
　交付件数：１６件

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

114
住宅関連事業者等と連携した
自治会・町内会への加入促進

　「京都市における自治会・町内会への加入促進に関する協定書」に基づ
き，新たなマンション入居者等に対し，地域活動の情報提供や自治会の加入
啓発を行うなど，住宅関連事業者との連携による自治会加入促進に係る取組
を推進する。
 また，新築共同住宅の連絡調整担当者届出・開示制度については，マン
ション新築と同様，多くの転入される方が見込まれる戸建て住宅などの宅地
開発についても制度対象とするなど，改正した制度を新たに運用していく。

◆住宅事業者に対し，マンション等入居者に向けた自治会加入や地域活動へ
の参加等の啓発物を配布

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

115
自治会・町内会アンケートを
いかした地域の主体的な取組
の促進

　自治会・町内会アンケートの回答を分析し，結果や課題を自治会・町内会
に提供することにより，各地域における主体的な取組がより地域の実情に即
したものとなるよう支援する。また，アンケートの対象をマンション管理組
合にも拡大する。

◆平成３０年度に実施したアンケート結果について，リーフレットを作成，
市民しんぶんに併せて配布（令和元年１２月１５日），京都市情報館におい
ても公表

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

116
自治会・町内会への加入を促
進するための「地域力アップ
キャンペーン月間」の設定

　引っ越しの多い時期である3月～4月を「地域力アップキャンペーン月間」
として設定し，地域と行政が連携して，自治会・町内会への加入促進の取組
を強化する。

◆該当区に転入届を提出された方に対し，自治会・町内会の加入促進及び学
区紹介のチラシを配布

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

117
地域力アップ学区活動連携支
援事業の推進

　団体間の連携強化による地域課題への対応，より多くの地域住民の参画
（自治会加入率向上等）に向けた組織運営や活動に，学区全体で取り組む
「地域力アップ学区活動連携支援事業」を4学区で実施する。

◆地域力アップ学区活動連携支援事業
　取組学区　2学区（横大路学区，紫野学区）
　※　藤森学区，貞教学区は平成３０年度で終了

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

118
自治会・町内会＆ＮＰＯおう
えんポータルサイトの運用

　市民による自主的なまちづくり等を支援するため，自治会・町内会等に関
する情報やＮＰＯ法人に関する情報をデータベース化し，一元的に発信する
ポータルサイトを運営する。

◆自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイトの運用
　自治会・町内会や学区に関する情報とＮＰＯに関する情報を一元的に発信
する専用ポータルサイトを開設し，自治会・町内会とＮＰＯ法人の基礎情報
をはじめ，運営の手引きや先進的な取組事例の紹介を掲載

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

119

地域活動や市民活動団体への
幅広い世代や主体の参加・連
携による担い手の創出・育成
【再掲】

　地縁団体と市民活動団体の新たな担い手を創出・育成し，次世代への円滑
な引継ぎを支援するため，「真のワーク･ライフ･バランス」を推進し，子育
て世代や民間企業等の従業員向け各種講座を開催するとともに，市職員も率
先垂範するよう意識向上を図り，幅広い世代の地域活動への参加を促進す
る。
　また，自治会・町内会等とＮＰＯ法人が連携して取り組む事業に対して支
援を行うなど，地縁団体と市民活動団体の連携をより一層推進する。

◆ＰＴＡしんぶん２月号，京都はぐくみ通信／ＧＯＧＯ土曜塾（３・４月
号）への啓発記事掲載（令和2年2月・3月）
◆京都商工会議所及び中小企業家同友会等を通じた各事業者に対するメール
マガジン等の啓発（平成31年4月）
◆「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業」
　地域団体とＮＰＯ法人が連携して地域の課題解決に取組む事業に助成する
事業を実施（3事業）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）
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120

区役所・支所と各種団体，Ｎ
ＰＯ，保育所，学校・ＰＴ
Ａ・学校運営協議会，大学，
企業との連携の推進【再掲】

　区役所・支所と地域や学校等とのパイプ役であるまちづくりアドバイ
ザー，子ども育みサポーター（教育委員会首席社会教育主事）等の専門性
や，福祉的支援が必要な方に，地域や福祉の専門機関と連携・協働し，適切
な支援に結びつける地域あんしん支援員の取組等も活かし，保育所，学校・
ＰＴＡ・学校運営協議会，自治会・町内会，学区社会福祉協議会・民生児童
委員協議会などの地域福祉組織，大学，企業のネットワークを強め，地域の
まちづくりを推進する。
　このため，自治会・町内会とＰＴＡのそれぞれに連絡担当者の設置を働き
かけるとともに，市民活動総合センターなどとの連携や“みんなごと”のま
ちづくり推進事業のサポーター制度の活用などにより，地域団体とＮＰＯ等
がネットワークづくりや協働を行う機会を充実する。

◆京都市ＰＴＡフェスティバルにおける地域コミュニティに関するアンケー
ト及びヒアリング調査の実施（令和元年12月）
・アンケート調査数　　　１２６件
　　　　　　調査校数　　　５９校
・うち，連絡調整者把握校数　４８校
◆「市縁堂2019」の開催（令和元年12月）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

121
世界一安心安全・おもてなし
のまち京都　市民ぐるみ推進
運動の推進

　市民生活の一層の安心安全の実現とともに，2020年の東京オリンピック・
パラリンピックやワールドマスターズゲームズ2021関西等の開催を見据えた
観光旅行者等の安心安全の向上による「世界一安心安全　笑顔でやさしさあ
ふれるおもてなしのまち京都」を目指す。そのため，市民，京都市，京都府
警察等の連携により，地域の特性，課題等に応じた行政区単位の犯罪防止等
の一層の取組を全区において実施し，京都ならではの地域力・人間力を活か
した市民ぐるみの運動を推進する。

◆各区で策定した「区版運動プログラム」に基づき，地域の課題や特性に応
じた取組を進めた。
◆全市的な取組として，防犯カメラ設置促進補助事業，振り込め詐欺等特殊
詐欺など，緊急的な対策を講じる必要のある犯罪等への取組を推進した。

文化市民局 くらし安全推進課

122
地域における犯罪及び事故を
未然に防止するための生活安
全施策の推進【再掲】

　「互いに助けあう，犯罪や事故が少ないまち」の実現を目指し，次の取組
を推進する。
・学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，引き続き「学区の安
心安全ネット継続応援事業」を行う。
・多様な人材確保のため，学生防犯ボランティアの支援などを行う。
・市民に脅威を与える暴力団の不当な影響を排除するための条例に基づく取
組を推進する。

◆学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，「学区の安心安全
ネット継続応援事業」を行った。
◆多様な人材確保のため，学生防犯ボランティアの活動を補助金交付により
支援した。
◆本市の事務事業からの暴力団の排除，市民や事業者に対する広報・啓発を
行った。

文化市民局 くらし安全推進課

123

商業者と事業者・地域住民・
学生等との交流を通じて商業
や地域の活性化を図る「ま
ち・お店・ひと縁結びプロ
ジェクト」の推進

　商店街と学生が協働して商店街の魅力を発掘し，ＰＲ冊子を作成するな
ど，商業者と地域住民，事業者，学生等が交流する機会をつくり，つながり
を深めることで，商業者の売上向上と地域活性化を図る。

◆新町商店街/京都府立大学の連携で，商店街イベントを実施
◆西七繁栄会/龍谷ミュージアムの連携で，寺社仏閣の駒札を設置
◆高野ウエスト商店街振興組合/高野圏域認知症ネット，京都府薬剤師会左
京支部，京都薬科大学の連携で，商店街イベントを実施
◆紫明商店会/大谷大学の連携で情報誌で商店街を紹介

産業観光局
地域企業イノベー
ション推進室

124

京都市景観・まちづくりセン
ター等との連携による自主的
なまちづくり活動の機運醸成
とまちづくり相談・専門家派
遣等の支援

　個性豊かで魅力的なまちづくりやにぎわいの創出を図るため，市民・事業
者により地域特性に応じた自主的なまちづくりのルール化やマネジメントが
展開されるよう，各区役所・支所等と連携して，京都市景観・まちづくりセ
ンターにおけるまちづくり活動相談，専門家派遣等，まちづくり活動の機運
醸成と支援に取り組む。

◆平成30年度以前からまちづくりの取組を継続している地域へ継続的な支援
23地区
◆専門家派遣によるまちづくり支援　4地区（地区計画　2地区，建築協定
2地区）

都市計画局

まち再生・創造推
進室
建築指導部建築指
導課

125

地域景観づくり協議会制度の
普及など地域の特性に応じた
住民主体の景観づくりへの支
援

　地域の特性に応じた住民や事業者主体の景観づくり等の取組を推進するた
め，京都市景観白書を題材とした市民を交えた議論を行う場の設置や住民主
体の景観づくりで中心的な役割を担う人材の育成，景観づくりに寄与する取
組等の顕彰などにより，地域住民の景観への意識を高めるとともに，地域景
観づくり協議会制度の普及や各地域への支援等を行う。

 地域の景観まちづくりにおいて中心的な役割を担ってもらう人材を育成す
るため，令和元年度は景観ゼミナールとして計６回の連続講座を開催した。
また，地域の特性に応じた住民主体の景観づくりを推進するため，「地域景
観づくり協議会制度」の普及啓発を図るとともに，各地域への専門家の派遣
等，制度の活用及び地域の活動の充実に向けた支援を行った。

都市計画局 景観政策課

126

地域住民，区役所・支所，交
通事業者等との協働で進める
交通不便地における公共交通
の維持・確保

　高齢者をはじめとした交通弱者の移動手段の確保や地域の活性化を図るた
めに，北部山間地域などにおいて，公共交通の維持・確保に向けた取組を，
住民・事業者・行政が一体となって推進する。

◆右京区宕陰地域等において，地域の公共交通のあり方について，地域住民
と協議を行った。

都市計画局
歩くまち京都推進
室

127
企業や大学と協働した魅力あ
る公園利活用の促進

　宝が池公園などの一部について，企業や大学等に利用を許可（公園施設の
設置許可・占用許可等）し，企業や大学等のノウハウを活かした地域の交流
拠点（カフェ，ランナーズステーション等）の創出や樹木の維持・管理等を
行うことで，緑豊かな環境の保持及び公園の利活用を促進する。

◆「宝が池の森　保全・再生協議会」における情報共有，同協議会による環
境保全事業等を実施した。

建設局 みどり政策推進室

128

セカンドライフをいきいきと
生きる
～左京・からだの学校～【再
掲】

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆参加人数：延人数600名。
◆内容：本事業は平成29年度から3か年計画での取組であり，令和元年度が
最終年度。毎年おおむね60歳以上の左京区民100名を定員として参加者を募
集し，健康づくりに関する全8回の連続講座を実施した。講座の中では，地
域とのつながりを促進するため，地域包括支援センター職員との協働でグ
ループワークを実施。また，更なる社会参加を促すため，講座の中で地域の
イベントやボランティア活動の紹介を行った。講座の内容によっては平成29
年，30年度左京・からだの学校卒業生も参加可能とし，ウォーキングの講座
では卒業生がウォーキング講師やボランティアスタッフとして参加され，社
会貢献意識を高める働きかけを行った。

左京区役所 健康長寿推進課

129
左京・健康なまちづくりプロ
ジェクト【再掲】

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆第3回左京・健康なまちづくりコンテスト「左京健康かるたの読み札の
句」
　区民の健康づくりの関心を高めるために作品を広く募集し，応募総数は
478作品。成果物として左京健康かるたを作成した。左京区民ふれあいまつ
りでの表彰式や区役所でのパネル展示，左京健康かるたの公立小中学校等へ
の寄贈・地域への貸出等様々な取組によって，入選作品を広く共有し，左京
区の健康づくりの機運を高めた。
◆さくらちゃん体操ひろば
　日時：毎週水曜日午後2時～約30分間，場所：左京区役所
　左京区健康づくりサポーター（市民ボランティア）主催により左京区オリ
ジナル体操を実施。令和元年度は延べ1,360名の区民が参加した。区民の健
康づくり及び社会参加を促進させる機会となった。
◆～元気を未来へつなぐ～シニアファッションショー
　区内の高齢者がモデルを務めるファッションショーのほか，健康に関する
内容を盛り込んだイベントで，310名が参加。実行委員会の中には，区民提
案・共汗まちづくり支援事業「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・
からだの学校～」の卒業生も参画し，区民の主体的な健康づくりや仲間づく
り，生きがいづくりを支援した。

左京区役所 健康長寿推進課

130
災害への我が事意識を高める
防災体験の機会充実

　市民防災センターや消防活動総合センターの利用促進を図り，市民の防災
体験の機会について充実を図る。

◆市民防災センターの来館者数：97,105名 消防局 総務部総務課

131
若者・女性が活躍し，地域か
ら頼られる消防団活動の更な
る充実

　若年層，女性，事業所，公務員等をターゲットに消防団への加入を促進す
るとともに，「消防団充実強化実行チーム」の取組をサポートして消防団の
活性化を図る。
　また，消防団が地域との連携を強化し，効果的な市民指導，実戦的な活動
の充実を図る。

◆消防団員数（H31.4）4,564人→（R2.3）4,643人に増加
◆第６期消防団充実強化実行チームの活動（75回参加者732人）

消防局 総務部消防団課

132
防災行動マニュアルの運用支
援・実践を通じた自主防災組
織の更なる防災力向上

　自主防災会ごとに策定された防災行動マニュアル（地震，水害，土砂災
害）について，同マニュアルに基づく訓練の実践等を通じた内容の見直し，
改訂等，運用に係る必要な支援を実施する。

◆自主防災会ごとに策定された防災行動マニュアル（地震，水害，土砂災
害）について，同マニュアルに基づく訓練の実践等を通じた内容の見直し，
改訂等，運用に係る必要な支援を実施した。
　 地震対応訓練:89件，水災害対応訓練：10件，土砂災害対応訓練：2件

消防局 予防部市民安全課

133
年代に応じた防災カリキュラ
ムによる幼少年期からの防災
教育の充実

　若年層を対象に幼年の段階から，年代に応じた防災知識，防災技術を身に
着けることができるよう，系統立てた防災指導のカリキュラムを策定し，運
用する。

◆若年層を対象に幼年の段階から，年代に応じた防災知識，防災技術を身に
着けることができるよう，系統立てた防災指導のカリキュラムを策定し，運
用している。各行政区における防火・防災指導等や小学校での授業等に活用
している。

消防局 予防部市民安全課

134 市民スクール２１

女性を構成員とする全市的な社会教育関係団体を主体とし，「生涯学習社会
の推進」「男女共同参画社会の推進」「地域コミュニティの活性化」を目的
として，概ね小学校区を単位に，地域住民・地域団体の参加を得て，環境，
防災，文化，健康，福祉，子育てなど，地域の課題解決に向けた主体的な学
習と実践活動を促進する。

◆令和元年度市民スクール２１参加者：約4,700名
教育委員会事
務局

教育委員会
（生涯学習部［推
進］）
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　④　地域における支え合い相談の支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

135
消費者被害の未然防止，拡大
防止等を図るための消費生活
相談の推進

　消費者被害の未然防止・拡大防止や被害からの救済を図るための消費生活
相談について，今後の利用者のニーズや社会の動向等を踏まえながら，より
適切な相談体制等を検討するなど，更なる充実を図る。

◆消費生活相談の実施件数9,520件（3月末速報値）
◆公益社団法人京都府不動産鑑定士協会他との共催による「不動産無料相談
会」の実施（4月，10月）
◆公益社団法人京都不動産研究協会との共催による「不動産無料相談会」の
実施（5月，7月，9月，11月，2月）
◆民事調停委員による「無料相談会」の実施（5月，9月）
◆行政書士による「無料相談会」及び終活セミナーの開催（5月，7月，9
月，11月，1月，2月，3月）
◆京都地方法務局及び京都土地家屋調査士会ADR「京都境界問題解決支援セ
ンター」との共催による「土地の境界問題に関する無料相談会の実施（毎月
第3，4水曜日）
◆京都土地家屋調査士会との共催による「全国一斉不動産表示登記無料相談
会」の実施（7月）
◆京都民事調停協会による「民事調停セミナー」の開催及び「無料相談会」
の実施（5月，7月，9月，11月）
◆司法書士による「相続・遺言セミナー」及び「登記・法律相談会」の実施
（6月，10月，12月）
◆「不動産なんでも無料相談」の実施（11月）

文化市民局
消費生活総合セン
ター

136
地域社会全体で取り組む自殺
総合対策の推進

　「きょう いのち ほっとプラン（京都市自殺総合対策推進計画）」に基づ
き，自殺予防週間及び自殺対策強化月間における重点的な普及啓発をはじ
め，「きょう・こころ・ほっとでんわ」等の地域における相談体制を維持
し，地域で気づきと見守りの中心的役割を担うゲートキーパーの養成等の
様々な社会的要因を踏まえた総合的な自殺総合対策を推進し，家庭，学校，
職場，民間団体等と連携した地域社会全体の取組として，自殺者数の減少を
図る。

◆自殺予防週間・自殺対策強化月間における普及啓発事業
　「きょう　いのち　ほっとブック事業」参加図書館：20箇所
　その他，行政モニターやゼスト御池マルチビジョンで自殺予防啓発動画の
集中的な放映の実施，検索連動型広告を活用した相談窓口情報の配信等
◆「きょう　ほっと　あした～くらしとこころの総合相談会」
　開催回数：定例相談毎月1回，土曜相談年3回の計15回
　相談件数：延べ286件
◆「自死遺族・自殺予防こころの相談電話（きょう・こころ・ほっとでん
わ）」
　相談件数：延べ325件
◆ゲートキーパー養成研修
　開催回数：18回，養成人数：591人
◆庁内外の連携を図るための連絡会
　開催回数：京都市自殺総合対策連絡会2回，京都市自殺総合対策庁内推進
会議1回

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

137 親と子のこころの電話

　子育てや親子の関係、友人関係，学校のこと等，様々な悩みに直面しなが
ら，身近に相談できる相手がなく，一人で悩んでいる「親」と「子」を対象
に，訓練を受けたボランティアが電話相談に当たり，子育て支援並びに子ど
も達の健全育成を図るとともに相談員の生涯学習に寄与している。

◆令和元年度，電話相談件数777件。1日の平均電話相談件数は約3回。
子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課

138

セカンドライフをいきいきと
生きる
～左京・からだの学校～【再
掲】

定年後世代の健康づくりの取組を強化し，定年した区民が，地域の中でつな
がりを持ち，その人らしく健康に生きることを目指して，学校をイメージし
た連続講座を実施する。

◆参加人数：延人数600名。
◆内容：本事業は平成29年度から3か年計画での取組であり，令和元年度が
最終年度。毎年おおむね60歳以上の左京区民100名を定員として参加者を募
集し，健康づくりに関する全8回の連続講座を実施した。講座の中では，地
域とのつながりを促進するため，地域包括支援センター職員との協働でグ
ループワークを実施。また，更なる社会参加を促すため，講座の中で地域の
イベントやボランティア活動の紹介を行った。講座の内容によっては平成29
年，30年度左京・からだの学校卒業生も参加可能とし，ウォーキングの講座
では卒業生がウォーキング講師やボランティアスタッフとして参加され，社
会貢献意識を高める働きかけを行った。

左京区役所 健康長寿推進課

139
左京・健康なまちづくりプロ
ジェクト【再掲】

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆第3回左京・健康なまちづくりコンテスト「左京健康かるたの読み札の
句」
　区民の健康づくりの関心を高めるために作品を広く募集し，応募総数は
478作品。成果物として左京健康かるたを作成した。左京区民ふれあいまつ
りでの表彰式や区役所でのパネル展示，左京健康かるたの公立小中学校等へ
の寄贈・地域への貸出等様々な取組によって，入選作品を広く共有し，左京
区の健康づくりの機運を高めた。
◆さくらちゃん体操ひろば
　日時：毎週水曜日午後2時～約30分間，場所：左京区役所
　左京区健康づくりサポーター（市民ボランティア）主催により左京区オリ
ジナル体操を実施。令和元年度は延べ1,360名の区民が参加した。区民の健
康づくり及び社会参加を促進させる機会となった。
◆～元気を未来へつなぐ～シニアファッションショー
　区内の高齢者がモデルを務めるファッションショーのほか，健康に関する
内容を盛り込んだイベントで，310名が参加。実行委員会の中には，区民提
案・共汗まちづくり支援事業「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・
からだの学校～」の卒業生も参画し，区民の主体的な健康づくりや仲間づく
り，生きがいづくりを支援した。

左京区役所 健康長寿推進課

140
温もりのある地域づくり推進
事業

　隣のおばちゃんとして地域社会における支えとしての温もりの電話相談事
業を運営する。（相談：生活の知恵，人間関係，子育てなど）

◆毎週月曜～金曜　午前10時～午後3時(ただし，祝日と8月中旬及び年末年
始は除く)に電話相談受付。
◆令和元年度相談件数　1,142件(3月まで)

教育委員会事
務局

生涯学習部生涯学
習推進担当

　⑤　自主的な市民の「支え合い」活動の支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

141
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進 【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

142

京都ならではの地域力を活か
した協働型まちづくり「区民
提案・共汗型まちづくり支援
事業予算」の充実【再掲】

　区民のまちづくりへの参加の機運を維持，向上し，「地域力」，「市民
力」を更に強化するため，区独自財源である「だいすきっ！京都。寄付金
（応援メニュー：地域振興）」の獲得に向けての取組を充実するなど，「区
民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」の一層の活用に向けた取組を推進
する。
　また，地域の多様な主体が各区基本計画の実現や地域課題の解決に取り組
む「区民まちづくり会議」について，対話型の形式にするなど，区民と行政
とのより創造的なまちづくりにつながるよう充実する。

◆区民提案型支援事業について，307件の活動に補助金を交付するととも
に，共汗型事業として180事業を実施
◆「区民まちづくり会議」をワークショップ形式により開催（北区，中京
区，山科区，下京区）

文化市民局
地域自治推進室
（区政推進担当）

143
市民農家の創出（遊休農地等
を活用した市民との協働によ
る農作物作りの実践等）

　小規模水田や管理保全田，遊休農地などを活用し，市民との協働による農
作物づくりを実践して，農に触れ合う機会を創出するとともに，農業への理
解や食育の推進，緑地の保全を図る。

◆121人（元年度）
（内訳）
・久多体験農園の参加者
　8人（元年度）
・久我体験農園の参加者
　14人（元年度）
・竹林景観の改善・栽培技術研修（大原野）
　54人（元年度）
・すこやか嵯峨野ファームでの農業体験（周年）
　45人（元年度）

産業観光局 農林企画課

144 高齢者の居場所づくり支援

　地域の住民や団体，商店街等との連携の下，空き家や空き店舗のほか，既
存の老人クラブハウスなどを活用し，地域の子どもたちをはじめ様々な世代
と交流でき，お年寄りが気軽に集える居場所づくりを支援（平成29年度から
「高齢者の居場所」は「健康長寿サロン」として再編を推進する。）

◆高齢者が気軽に通える居場所である健康長寿サロンに対し補助をしてい
る。
・健康長寿サロン補助対象箇所数
　１９２箇所（令和元年度末速報値）
・健康長寿サロン補助対象外箇所数
　１８５箇所（令和元年度末速報値）

保健福祉局 健康長寿企画課
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145

セカンドライフをいきいきと
生きる
～左京・からだの学校～【再
掲】

定年後世代の健康づくりの取組を強化し，定年した区民が，地域の中でつな
がりを持ち，その人らしく健康に生きることを目指して，学校をイメージし
た連続講座を実施する。

◆参加人数：延人数600名。
◆内容：本事業は平成29年度から3か年計画での取組であり，令和元年度が
最終年度。毎年おおむね60歳以上の左京区民100名を定員として参加者を募
集し，健康づくりに関する全8回の連続講座を実施した。講座の中では，地
域とのつながりを促進するため，地域包括支援センター職員との協働でグ
ループワークを実施。また，更なる社会参加を促すため，講座の中で地域の
イベントやボランティア活動の紹介を行った。講座の内容によっては平成29
年，30年度左京・からだの学校卒業生も参加可能とし，ウォーキングの講座
では卒業生がウォーキング講師やボランティアスタッフとして参加され，社
会貢献意識を高める働きかけを行った。

左京区役所 健康長寿推進課

146
左京・健康なまちづくりプロ
ジェクト【再掲】

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆第3回左京・健康なまちづくりコンテスト「左京健康かるたの読み札の
句」
　区民の健康づくりの関心を高めるために作品を広く募集し，応募総数は
478作品。成果物として左京健康かるたを作成した。左京区民ふれあいまつ
りでの表彰式や区役所でのパネル展示，左京健康かるたの公立小中学校等へ
の寄贈・地域への貸出等様々な取組によって，入選作品を広く共有し，左京
区の健康づくりの機運を高めた。
◆さくらちゃん体操ひろば
　日時：毎週水曜日午後2時～約30分間，場所：左京区役所
　左京区健康づくりサポーター（市民ボランティア）主催により左京区オリ
ジナル体操を実施。令和元年度は延べ1,360名の区民が参加した。区民の健
康づくり及び社会参加を促進させる機会となった。
◆～元気を未来へつなぐ～シニアファッションショー
　区内の高齢者がモデルを務めるファッションショーのほか，健康に関する
内容を盛り込んだイベントで，310名が参加。実行委員会の中には，区民提
案・共汗まちづくり支援事業「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・
からだの学校～」の卒業生も参画し，区民の主体的な健康づくりや仲間づく
り，生きがいづくりを支援した。

左京区役所 健康長寿推進課

　⑥　生活に潤いを与え，また生涯学び続けることができる機会の提供と学びを社会へ還元できる機会の提供
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

147
世界の京都・まちの美化市民
総行動

　市民・事業者・行政との協働により美化活動を実施。6月と11月には，門
掃き，ごみのポイ捨て禁止等の呼び掛け，不法投棄，放置自転車，違法駐
車，違法広告物等のまちの美観を損なうものの一掃に向けた美化活動を実施
する。

◆（6月）参加者数　53団体　350人
◆（11月）参加者数　145団体　2,515人

環境政策局 まち美化推進課

148 友・遊・美化パスポート
　市内の観光地や繁華街を散策しながら清掃活動を行う「友・遊・美化パス
ポート」事業を年間24回程度実施。参加者（毎回80～100名程度）には，
「美化パスポート」を配布し，スタンプ10個ごとに記念品等の贈呈を行う。

◆年間実施回数　19回
◆参加者数　 1,275人

環境政策局 まち美化推進課

149
文化芸術とくらしを改めて結
び付けるための取組

　文化芸術の鑑賞者を育成するための初心者向け，上級者向けのレクチャー
や劇場，作家の制作場所等を訪ねるツアーを実施する。また，地下鉄などの
公共施設，児童館，図書館，病院，企業等において，美術作品の展示，ダン
スのワークショップ等を行う。さらに，市職員を対象とした文化芸術に関す
る研修を実施する等，文化芸術とくらしを結び付けるための取組を実施す
る。

◆アート・デザインの思考法を学ぶ「ロイヤルカレッジオブアート イノ
ベーション マスタークラス in 京都」（主催：株式会社電通）に市職員も
研修として参加（35名）。

文化市民局 文化芸術企画課

150
文化ボランティアなど社会に
還元することが出来る活動の
推進

　市民，芸術家，企業等から，文化芸術活動をサポートするボランティアを
募集し，一方で文化芸術活動においてサポートを必要とする市民や芸術家の
情報を収集，提供して，両者を結びつけることで，より多くの市民等の方々
が積極的に文化芸術活動へ参画できるよう図る。

◆文化ボランティアの募集，派遣の実施
◆文化ボランティアのつどいの実施（2回）（1月）

文化市民局 文化芸術企画課

151
京都文化力プロジェクト2016-
2020

　東京2020年オリンピック・パラリンピック等を契機として，京都から多彩
な文化・芸術を世界に向けて発信する文化の祭典，「京都文化力プロジェク
ト2016-2020」を実施する。

◆国際交流茶会の開催（5月）
◆イベントガイド秋号の発行（8月）
◆京都・くらしの文化×知恵産業展の開催（9月）
◆まちじゅうお稽古ポータルサイトの開設（9月）
◆まちじゅうお稽古リーフレット（華道編）の発行（9月）
◆京都・くらしの文化まつりの開催（10月）
◆まちじゅうお稽古リーフレット（書道編）の発行（10月）
◆イベントガイド冬号の発行（12月）
◆京都文化力プロジェクト第４回推進フォーラムの開催（1月）
◆まちじゅうお稽古リーフレット（茶道編）の発行（1月）
◆「大人のインターンシップ（文化交換）」事業の実施（3月～）

文化市民局 文化芸術企画課

152
「地域に根差した暮らしの文
化」を通じたまちづくりの推
進

　各区役所・支所をはじめ，地域で活動する市民団体等との連携の下，各区
のまちづくりカフェ等を活用した対話と交流の場の提供や暮らしの文化を身
近に感じられるレクチャー，ワークショップの開催等，市民が暮らしの文化
に触れ，その価値を見つめ直す機会を創出する。

◆文化庁補助事業を活用した「地域に根差した暮らしの文化」を通じたまち
づくりの推進事業の中で，区ごとの歴史や文化を紹介する冊子の発行，暮ら
しの文化をテーマとしたまちづくりカフェやシンポジウムを開催するなど，
市民が暮らしの文化に触れ，その価値を見つめ直す機会を創出した。

文化市民局 文化芸術企画課

153
ロームシアター京都等を拠点
とする「劇場文化」の創造・
発信

　質の高い舞台芸術の鑑賞機会を提供するとともに，新たな文化創造の拠点
として事業を実施することにより，「劇場文化」の創造・発信を行う。

◆京都市交響楽団や新国立劇場との連携事業など，本市主催事業として全18
事業を実施した。

文化市民局 文化芸術企画課

154

「京都・和の文化体験の日」
の実施など若者を対象とした
伝統的な文化芸術に触れる機
会の創出

　大学生をはじめとする若者が京都の伝統的な文化芸術に触れ，体験できる
「京都・和の文化体験の日」などを実施する。

◆「京都・和の文化体験の日」の実施（日本舞踊）（1月） 文化市民局 文化芸術企画課

文化市民局 文化芸術企画課

産業観光局
クリエイティブ産
業振興室

教育委員会事
務局

指導部学校指導課

産業観光局
クリエイティブ産
業振興室

都市計画局 公共建築企画課

文化市民局

◆業界団体が行う「和装（きもの文化）」のユネスコの無形文化遺産登録に
向けた機運醸成や国への働きかけの支援を行った。

◆文化芸術授業（ようこそアーティスト）の実施：45校88コマ2,973人が参
加。
◆公演鑑賞授業（ようこそ和の空間）の実施：2日間4公演14校1,874人が参
加。
◆小・中学校への派遣を実施し，伝統産業の実演や体験事業の実施

文化芸術企画課
文化財保護課

155

子どもたちが，芸術家や職
人，地域の方から「伝統文化
や伝統産業のほんものの魅
力」を学ぶ機会の充実

156

和装，華道，庭園文化など京
都に息づき世界的に評価の高
まっている和の文化の振興と
ユネスコ無形文化遺産への登
録に向けた支援

　京都に息づき世界的に評価の高まっている和の文化のユネスコ無形文化遺
産への登録に向けた支援を行う。
　また，市民が和の文化に触れる機会をつくり，機運を高めるために，学
校，保育園，幼稚園など公共施設への和室設置を進め，民間の建物にも奨励
するなど，和の文化と伝統産業の振興を行う。

　文化活動をされている地域の方々の協力を得た，茶道や華道，和装，京料
理，京菓子など，くらしの中に息づく文化に触れる機会づくりにより,子ど
もたちの学びを更に充実する。併せて，親と一緒に伝統文化等を体験できる
機会づくりを進める。
　また，一流の演者，アーティストや伝統産業に携わる職人等を学校等に派
遣して実施するワークショップ，能楽堂など，本格的な文化芸術の舞台での
伝統芸能公演鑑賞など，「ほんもの」を体験する機会を創出する。
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東京オリンピック・パラリン
ピックやワールドマスターズ
ゲームズ2021関西等の大規模
国際スポーツ大会開催と連動
した生涯スポーツの振興

　東京オリンピック・パラリンピック，ワールドマスターズゲームズ2021関
西等の開催と連動して，スポーツツーリズムの推進，オリンピアン・パラリ
ンピアンによるスポーツ教室等の実施，市民ボランティアのしくみづくり・
裾野拡大などに取り組む。

【ワールドマスターズゲームズ２０２１関西】
◆組織委員会が35競技59種目の競技日程・種別・年齢カテゴリー及び各競技
種目の募集枠等の競技別概要を公表(5月)
◆組織委員会が新たに大会アンバサダー10名（合計33名）を公表(5月)
◆京都駅前において「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西２年前記念
イベント」を開催(5月)
◆組織委員会が開会式・閉会式のコンセプト及びキャッチコピーを公表(5
月)
◆大河ドラマ「いだてん」トークツアー＆「ワールドマスターズゲームズ２
０２１関西」をはじめとする大規模国際スポーツ大会ＰＲイベントを実施
（6月)
◆「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」庁内推進本部会議を開催(7
月)
◆開会式場となる岡崎公園で「2019年度夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操
会」を開催(8月)
◆組織委員会がワールドマスターズゲームズ２０２１関西決起大会を開催
（11月）
◆公式競技の日程・募集枠等詳細を定めた競技別実施要項，大会ボランティ
ア募集要項発表（11月）
◆「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」大会ボランティア募集の開
始(11月)
◆「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」アーリーエントリー開始
(令和2年1月)
◆「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」（京都市開催分）に関する
「ふるさと納税」の募集を開始(令和2年1月)
◆「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」エントリー開始(令和2年2
月)
◆ワールドマスターズゲームズ２０２１関西特別体験プランを公開(令和2年
2月)

文化市民局
市民スポーツ振興
室

158
年齢や個性，環境に応じて誰
もがスポーツを楽しむ機会の
提供

　年齢や個性，環境に応じて誰もがスポーツを楽しむ機会を提供するため，
体育振興会，体育協会，指定管理者，競技団体などのスポーツを支える組織
や団体等との連携・協働により，スポーツを楽しむプログラムの提供，
ウォーキング等の市民の身近な健康づくりの支援，競技スポーツへの支援と
その魅力の活用などに取り組む。

◆令和元年７月～１１月，市民スポーツフェスティバルにおいて，ソフト
ボール，バレーボール，リレーカーニバル，ペタンク，グラウンドゴルフな
ど各種大会を実施し，延べ約７，０００名が参加した。

文化市民局
市民スポーツ振興
室

159
府市協調で進める運動公園の
整備などスポーツ施設の充実

　京都府との協調による西京極総合運動公園や横大路運動公園などの整備に
加え，水垂運動公園（仮称）や宝が池公園運動施設の早期完成を目指した取
組を進める。

◆西京極総合運動公園の計画的改修（諸室等）工事実施
◆横大路運動公園再整備における園路等整備工事実施
◆平成２９年度に実施した水垂運動公園（仮称）整備におけるＰＦＩ等導入
可能性調査の結果等を踏まえ，サウンディング型市場調査など官民連携手法
等導入可能性の検討を実施
◆宝が池公園運動施設体育館の本体工事完了（8月）

文化市民局
市民スポーツ振興
室

160
「京都マラソン」の更なる定
着・発展

　市民ランナーが都大路を駆け抜ける「京都マラソン」を，参加者，応援
者，市民が一体となり盛り上がる大会として開催し，市民スポーツの振興，
健康増進はもとより，京都経済の活性化，京都ブランドの更なる向上を図
る。

◆令和2年2月に第9回大会「京都マラソン2020」を開催し15,211人が参加し
た。

文化市民局
市民スポーツ振興
室

161
京都観光サポーター制度【再
掲】

　海外において京都ブランドを発信していただく「京都国際観光大使」，京
都ならではのおもてなしを実践し，京都の魅力発信に貢献していただく「京
都おもてなし大使」，京都ゆかりの著名人による「京都名誉観光大使」を任
命し，観光振興に御尽力いただくとともに，観光ボランティア団体の交流・
連携を図ることを通じて，市民ぐるみのおもてなしの輪を広げる。

◆「京都国際観光大使」に１法人２名，「京都観光おもてなし大使」に５名
を新たに任命した。

産業観光局
観光ＭＩＣＥ推進
室

162
「みやこ子ども土曜塾」の充
実

　伝統文化・自然体験，ボランティア活動など，京都ならではの市民ぐるみ
による多様な学習資源を生かした豊かな学びと育ちの場を，子どもたちに提
供する広報紙「京都はぐくみ通信／GoGo土曜塾」や土曜塾ホームページなど
により利用促進を図る。

◆広報紙「京都はぐくみ通信／GoGo土曜塾」の発行。
 （年6回，各号165,000部）
◆土曜塾ホームページから登録事業の情報を発信。

子ども若者は
ぐくみ局

はぐくみ創造推進
室

163

セカンドライフをいきいきと
生きる
～左京・からだの学校～【再
掲】

定年後世代の健康づくりの取組を強化し，定年した区民が，地域の中でつな
がりを持ち，その人らしく健康に生きることを目指して，学校をイメージし
た連続講座を実施する。

◆参加人数：延人数600名。
◆内容：本事業は平成29年度から3か年計画での取組であり，令和元年度が
最終年度。毎年おおむね60歳以上の左京区民100名を定員として参加者を募
集し，健康づくりに関する全8回の連続講座を実施した。講座の中では，地
域とのつながりを促進するため，地域包括支援センター職員との協働でグ
ループワークを実施。また，更なる社会参加を促すため，講座の中で地域の
イベントやボランティア活動の紹介を行った。講座の内容によっては平成29
年，30年度左京・からだの学校卒業生も参加可能とし，ウォーキングの講座
では卒業生がウォーキング講師やボランティアスタッフとして参加され，社
会貢献意識を高める働きかけを行った。

左京区役所 健康長寿推進課

164
左京・健康なまちづくりプロ
ジェクト【再掲】

「左京区民が健康で活き活きと暮らせるまちづくり」を目的に，①左京区に
おける機運醸成（周知・啓発）と環境整備，②個々の区民の意識改革・行動
変容に取り組む。

◆第3回左京・健康なまちづくりコンテスト「左京健康かるたの読み札の
句」
　区民の健康づくりの関心を高めるために作品を広く募集し，応募総数は
478作品。成果物として左京健康かるたを作成した。左京区民ふれあいまつ
りでの表彰式や区役所でのパネル展示，左京健康かるたの公立小中学校等へ
の寄贈・地域への貸出等様々な取組によって，入選作品を広く共有し，左京
区の健康づくりの機運を高めた。
◆さくらちゃん体操ひろば
　日時：毎週水曜日午後2時～約30分間，場所：左京区役所
　左京区健康づくりサポーター（市民ボランティア）主催により左京区オリ
ジナル体操を実施。令和元年度は延べ1,360名の区民が参加した。区民の健
康づくり及び社会参加を促進させる機会となった。
◆～元気を未来へつなぐ～シニアファッションショー
　区内の高齢者がモデルを務めるファッションショーのほか，健康に関する
内容を盛り込んだイベントで，310名が参加。実行委員会の中には，区民提
案・共汗まちづくり支援事業「セカンドライフをいきいきと生きる～左京・
からだの学校～」の卒業生も参画し，区民の主体的な健康づくりや仲間づく
り，生きがいづくりを支援した。

左京区役所 健康長寿推進課

165

伝統と文化を次代に受け継ぐ
担い手の育成に向けた中高生
による「京都検定３級」チャ
レンジ事業等の推進

　「歴史都市・京都」への興味関心を深化させ，その伝統と文化を次代に受
け継ぐ子どもたちを育むため，小学生全員が取り組む「ジュニア京都検定」
や，市内在住・在学の中学生及び高校生を対象に，京都商工会議所や事業者
と連携して京都検定（京都観光文化検定試験）を無償で受験する機会を提供
する。

◆市内在住・在学の中高生が無償で受験
　申込者数：802名
　受験者数：675名
　合格者数：105名

教育委員会事
務局

生涯学習部学校地
域協働推進担当
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教育委員会事
務局

生涯学習部生涯学
習推進担当，施設
運営担当

167
図書の充実や駅等での返却シ
ステム構築など利便性向上に
よる一層身近な図書館づくり

　市民に最も身近な生涯学習施設として，図書館を一層活用してもらえるよ
う，図書を充実するとともに，駅など身近な場所で返却等ができるシステム
を構築するなど，図書館の利便性の向上を図る。さらに，学校等とも連携
し，子どもの読書活動の推進を図る。

◆地下鉄等駅返却ポスト（市役所前，北大路，阪急烏丸）の継続運用
◆隣接自治体（宇治市，大津市）との図書館相互利用の継続実施
◆京都府立図書館へのブックメール便の巡回を継続
◆京都市立芸術大学図書館との相互貸借を継続実施
◆京都府立図書館との相互返却＜返却資料お預かりサービス＞の継続実施
◆雑誌付録の有効活用を継続
◆図書館システムの更新による利便性の向上（希望者への返却期限通知メー
ルの配信，検索結果画面での一部資料の書影＜本の表紙画像＞の表示等を継
続）
◆モデル小学校との連携による「調べ学習のための推薦図書」リストの作成
を継続
◆ブックリサイクル全館実施（6月15日～22日，10月16日～22日，1月15日～
22日）
◆夏期土曜日４中央館での夜間開館の実施（7月，8月）
◆京都市図書館Twitterの開設

教育委員会事
務局

生涯学習部施設運
営担当

　⑦　学生の地域活動・ボランティア活動への参加支援
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

168 輝く学生応援プロジェクト

　様々な活動を行う学生の交流・連携の拠点である「学生Place＋（がくせ
いプラス）」を拠点として，学生が大学の枠を越えて実施する，京都のまち
の活性化につながる活動や社会貢献活動に対し，活動場所の提供や専門職員
による助言など総合的な支援を行うことにより，活動に取り組む学生を「未
来の京都の担い手」として育成する。

◆「輝く学生応援プロジェクト」
　学生Place＋の運営
　利用者数：25,602名，学生団体登録者数：17団体

◆学生ボランティアチャレンジ（※）
　活動開始者数：79名
（※）社会貢献活動等に関心のある学生とボランティア活動とをマッチング
させる事業。

◆むすぶネット（※）
　イベント開催件数：27件
（※）自治会・町内会等，地域の行事と学生のサークル活動をマッチングさ
せる事業。

総合企画局
総合政策室（大学
政策担当）

169
大学を核にした地域連携，企
業連携の推進【再掲】

　京都のまち全体をキャンパスとした学びを充実させ，「地域を大切にする
心」を育んだ学生を京都はもとより日本全国・世界各地に輩出するため，大
学や学生が地域と一体となって行うまちづくりや地域活性化の取組を一層推
進するとともに，学生と京都企業が協働して，企業が抱える課題解決等のプ
ロジェクトに取り組む。

◆「学まち連携大学」促進事業
・平成28年度に採択した6大学の地域連携の取組について，引き続き支援し
た。
・地域連携サミットを開催した。

◆「学まちコラボ」事業
・大学と地域が連携して行う地域の活性化や課題解決を目指す取組を支援す
る取組を公募。23件の応募の中から14事業を認定し，支援した。

◆「グローカル人財（担い手）育成事業」
・市内に本社・支社等を置く企業と連携して実施した11プロジェクトに，学
生76名（留学生16名を含む）の参加があった。

総合企画局
総合政策室（大学
政策担当）

170

京都学生祭典をはじめ学生の
主体的活動と連携した，産業
や文化の振興とまちづくりな
どの推進

　「大学のまち京都・学生のまち京都」の強みを生かし，京都学生祭典をは
じめとした様々な学生の主体的活動を支援するとともに，これらの活動と連
携し，本市の産業や文化の振興，まちづくりなどの推進に生かしていく。

◆京都学生祭典への支援
京都学生祭典実行委員会への補助金の交付など，開催にあたっての支援を
行った。

総合企画局
総合政策室（大学
政策担当）

171
若者の地域活動への参加促進
【再掲】

　地域行事への子どもの参加（演奏，演技など）が定着しているが，更に一
歩進め，企画段階から参画してもらうなど，区役所・支所や青少年活動セン
ターなどを拠点に，学校とも連携を強め，中学・高校生等の若者の地域活動
へのより主体的なかかわりを促すことにより，地域への理解を深め，将来の
担い手の育成につなげる。
　また，大学生等についても，入学時の早い段階から，転入に伴う住民票の
異動とともに，自治会・町内会への加入や地域活動への参加を呼びかける。
さらに，その後も地域活動に関する情報が伝わる仕組みづくりを行う。

◆大学や専修学校の新入学生等に向けた自治会加入や地域活動への参加等の
啓発物を作成，配布（令和2年3月）

文化市民局
地域自治推進室
（地域づくり推進
担当）

172
地域における犯罪及び事故を
未然に防止するための生活安
全施策の推進【再掲】

　「互いに助けあう，犯罪や事故が少ないまち」の実現を目指し，次の取組
を推進する。
・学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，引き続き「学区の安
心安全ネット継続応援事業」を行う。
・多様な人材確保のため，学生防犯ボランティアの支援などを行う。
・市民に脅威を与える暴力団の不当な影響を排除するための条例に基づく取
組を推進する。

◆学区の安心安全ネットワークの活動を支援するため，「学区の安心安全
ネット継続応援事業」を行った。
◆多様な人材確保のため，学生防犯ボランティアの活動を補助金交付により
支援した。
◆本市の事務事業からの暴力団の排除，市民や事業者に対する広報・啓発を
行った。

文化市民局 くらし安全推進課

173
学生自らの防災力を高める
「京都学生消防サポーター」
制度の充実【再掲】

　市内の大学・短大生等を対象に防火・防災研修を行い，一定の知識・技能
を取得したと認めた者に「京都学生消防サポーターライセンス」を授与する
制度を導入し，学生のまち・京都ならではの地域防災力の向上を図るととも
に，学生の消防団への加入促進を図る。

◆令和元年度は，「京都学生サポーター制度」の見直しを検討。新規募集を
停止し，試行的に同様の目的で活動し京都府が支援する大学等の防災サーク
ル（京都学生ＦＡＳＴ）の学生に対して，京都府と協同で防災指導を行い，
併せて消防団への入団勧奨を実施。

消防局 総務部消防団課

【ICOM京都大会開催記念事業（市単独・京博連共催事業）】
◆大河ドラマ「いだてん」トークツアー」の実施（６月）
◆トークイベント「超・異次元鼎談」の実施（８月）

【ICOM京都大会開催記念事業（ＩＣＯＭ京都推進委員会事業・市府共管事
業）】
◆ミュージアム各館において市民・府民が楽しめるプレミアイベントを実施
（夜間開館や特別公開，ガイドツアー，ギャラリートーク，講演会など）
（７月～９月）

【京博連共催事業】
◆「博物館講座」（全４回）の実施（１１月～令和２年２月）
◆「京都ミュージアムロード」の実施（令和２年１月～３月）
◆ゴールデン・エイジ・アカデミー『平安京の魅力に迫る』における「京ま
なびミーティング」を実施（4月）
◆ゴールデン・エイジ・アカデミー『国際博物館会議（ICOM)京都大会特
集』4講座を実施（5月）
◆ゴールデン・エイジ・アカデミー『京の魅力を見つめ直す』における「京
まなびミーティング」を実施（6月）
◆ＩＣＯＭ京都大会会場へのリーフレット（大政奉還１５０年「京都ヒスト
リカルロード」及び明治１５０年 京都のキセキ「京都ヒストリカルロード
明治編」）英語版の資料提供（9月）
◆「古典の日記念　平安京創生館」のこども用パンフレット（活用リーフ
レット）の全市小学校及び支援学校並びに国立・私学小学校への配布（4
月）
◆「平安京復元模型」製作25周年記念展示　洛星中学高等学校地理部製作
『地形模型で見る京都盆地』の実施（5月～11月）
◆「古典の日記念　平安京創生館」企画展『平安貴族と年中行事』及び『め
でたき舞―御即位に寄せて―』実施（6月～12月）
◆「古典の日記念　平安京創生館」平安京復元模型製作25周年記念事業とし
てゴールデン・エイジ・アカデミー『京の魅力を見つめ直す』を3講座実施
（6月）
◆「古典の日記念　平安京創生館」を活用した中京区制90周年記念事業『子
ども歴史・文化体験』を中京区役所と共催実施（7月）
◆「古典の日記念 平安京創生館」の常設展示「平安京復元模型」の解説内
容をより詳しく表示できる『平安京ジオラマナビ』の設置（8月）
◆夏のこども体験教室「匂い香づくり体験教室」・「京くみひも体験教室」
の開催及び「平安時代へタイムスリップ！～平安貴族体験～」の実施（7
月）
◆「古典の日記念　平安京創生館」企画展『平安京周辺の山林寺院』及び
『戦国時代のファッション』実施（12月～）※平安京創生館臨時休館3月5日
～
◆「バリアフリー映画会（ユニバーサル上映会）」開催（2月）
◆祇園祭創始1150年記念共催事業「京の祭り行事」（シネマ・京都学講座）
の実施（2月）

166
より質の高い生涯学習事業の

推進

  日本のこころのふるさと・京都の暮らしや歴史・伝統文化・芸術等に触
れ，学ぶ事業の充実を図るため，大学・研究機関・博物館等と連携しなが
ら，子どもから高齢者まで，生涯学び続けられる機会を提供する。
　また，本年9月に京都で開催される国際博物館会議（ICOM）京都大会2019
を記念して，200以上の多種多様な博物館・美術館が加盟する京都市内博物
館施設連絡協議会との連携による，ICOM京都大会開催記念イベントの実施を
はじめ，「京都ミュージアムロード」及び「博物館講座」の充実等を進め，
幅広い生涯学習の機会創出を図る。

14/16



　⑧　本市職員が率先して「真のワーク・ライフ・バランス」に取り組むための環境整備
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

174

「真のワーク･ライフ･バラン
ス」の実現に向け，本市職員
が率先して仕事と家庭生活を
調和させ，地域で京都のまち
づくりなどに取り組むことが
できる職場づくりの推進

　職員一人一人が仕事の進め方，時間の使い方を常に点検し，改善を進める
ことにより，一層の業務の効率化を進め，「長時間労働」から限られた時間
で成果を上げる「生産性の高い働き方」へと転換し，職員みずからがこれま
で以上に率先垂範して，「真のワーク･ライフ･バランス」の実現に取り組
む。
・　「働き方見直しモデル職場（平成28年度：5職場，平成29年度：12職
　場）」等で得られたノウハウや効果的な取組をとりまとめた「京都市役
　所版働き方改革実践マニュアル」のチェックリストを活用し，取組を推進
・　生産性の高い働き方（意思決定の迅速化，資料の簡素化，会議時間の
　短縮等）に寄与した取組や「真のワーク･ライフ･バランス」に資する
　活動に対する表彰の実施
・　管理職員等が行う「イクボス宣言」※の推奨
　※　「職員のワーク･ライフ･バランスを考え，その一人一人のキャリア
　　と人生を応援しながら，自らも仕事と私生活を楽しむことができる
　　上司」を目指すことを宣言するもの

◆「働き方見直しモデル職場」の取組で得られたノウハウ等をまとめた「京
都市役所版 働き方改革実践マニュアル」の周知・推進（令和元年4月，12
月）
◆「真のワーク・ライフ・バランス」活動表彰（令和元年度表彰件数：6
件）
◆イクボス宣言済職員数：822名中588名（約72％）（令和元年度末時点）

行財政局 人事課

175
「学校・幼稚園における働き
方改革推進」のための環境整
備

　平成３０年３月に教育委員会と各校種の校長会，京都市ＰＴＡ連絡協議会
が連名で策定した「学校・幼稚園の働き方改革推進宣言」のもと，教職員の
負担軽減を図るため，平成３０年度から「学校・幼稚園における働き方改革
推進校園」（３０年度は４０校園指定）において，業務の効率化や時間外勤
務の縮減に向けた取組を推進しており，０１年度も７０校園を指定し，取組
を加速させる。
　また，校務支援員や部活動指導員の配置拡大や，長期休業期間中における
年次休暇取得推進日（学校閉鎖日）を拡大するなど，引き続き教職員の負担
軽減に向けた環境整備を実施する。

◆働き方改革推進校・園の指定
　指定校園　８１校園
◆「学校現場の業務改善プロジェクト時間外勤務縮減部会」の実施
　実施回数　３回
◆「部活動指導員」の配置
　配置校　５７校
◆「教務主任補佐」の配置
　配置校　８校
◆「校務支援員」の配置
　配置校　７５校園

教育委員会事
務局

総務部教職員人事
課

【重点項目４】　啓発・教育・情報発信

　①　啓発活動
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

176
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進 【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

177
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発【再掲】

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

178
人権総合情報誌「きょう☆
COLOR」の発行

　企業にとっての「真のワーク・ライフ・バランス」実現のメリットや実例
等を広く周知し，企業価値の向上，働く人が多様な働き方を選択することが
できる社会の実現に向けた企業活動を支援する。

◆人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」Vol.11（令和元年12月号）に，優
れたワーク・ライフ・バランスを実現する(株)ローバー都市建築事務所の取
組を掲載（発行部数：約15,500部）

文化市民局 共生社会推進室

179 企業向け人権啓発講座の開催
　「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向け，企業が積極的な取組を
行うことができるよう，企業の経営者層や総務・人事責任者を対象とした啓
発講座を開催する。

◆第8回企業向け人権啓発講座（12/16，参加者数14名）
「語ろう！ワーク・ライフ・バランス～ひと・しごと・くらしの視点から
～」

文化市民局 共生社会推進室

　②　学習機会の提供
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

180
男女共同参画センター「ウィ
ングス京都」
「学習･研修事業」

　男女共同参画に関する基礎的な内容を学ぶ講座や，男女共同参画の視点を
持った生涯学習に関する講座，大学・企業等との連携講座を実施する（「真
のワーク・ライフ・バランス」に関する研修会等も実施）。

◆みんなで考える男女共同参画講座（テーマ：男女共同参画とは，防災，Ｄ
Ｖ，防災，ＬＧＢＴ等） 定期講座　全4回 延べ87名
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回 延べ82名
◆性暴力予防教育講演 延べ170名
◆女子大学生と考える女性活躍事業 延べ27名
◆働くママを応援！育休ママの「安心」情報交換会　全3回 延べ57名
◆未来のリケジョを応援!科学をもっと好きになる! 延べ63名
◆対談「フェアメンになろう！～新しい男性のあり方を模索する～」延べ37
名参加
◆男女共同参画の視点を持った防災リーダー養成講座 全2回 延べ61名

文化市民局 共生社会推進室

181

地域活動や市民活動団体への
幅広い世代や主体の参加・連
携による担い手の創出・育成
【再掲】

　地縁団体と市民活動団体の新たな担い手を創出・育成し，次世代への円滑
な引継ぎを支援するため，「真のワーク･ライフ･バランス」を推進し，子育
て世代や民間企業等の従業員向け各種講座を開催するとともに，市職員も率
先垂範するよう意識向上を図り，幅広い世代の地域活動への参加を促進す
る。
　また，自治会・町内会等とＮＰＯ法人が連携して取り組む事業に対して支
援を行うなど，地縁団体と市民活動団体の連携をより一層推進する。

◆京都市ＰＴＡフェスティバルにおける地域コミュニティに関するアンケー
ト及びヒアリング調査の実施（令和元年12月）
・アンケート調査数　　　１２６件
　　　　　　調査校数　　　５９校
・うち，連絡調整者把握校数　４８校
◆「市縁堂2019」の開催（令和元年12月）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

182

若者の職業的自立を支援する
「京都若者サポートステー
ション」の取組の推進など，
更なる青少年の自立支援の強
化【再掲】

　二ートやひきこもり等により，無業の状態にある15歳から39歳までの若者
の職業的自立を目的に，キャリアコンサルタントや臨床心理士による専門的
相談，職業ふれあい事業による職業体験等を実施し，個別・継続的に支援す
る「京都若者サポートステーション」を運営する。
　また，支援対象者の課題に応じた支援を実施するため，国・府をはじめと
した関係機関との一層の連携強化を図るとともに，青少年の自立支援の更な
る強化に向け，条例の制定も含めて検討する。

◆相談事業
・相談件数：2,411件
・就職者数：38人
◆職業ふれあい事業等
・実施回数：267回
・参加者数：延880名

子ども若者は
ぐくみ局

育成推進課
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　③　情報の発信
No. 事業名 令和元年度事業概要 令和元年度事業実績 局等 所属

183
家庭での家事・子育て，仕
事，地域活動など，女性の
様々な“輝き方”の情報発信

　家事・子育て，仕事，地域活動などにおいて女性などが活躍する姿をホー
ムページ「住むなら京都（みやこ）」で発信するとともに，子育てや様々な
活動に役立つ情報も併せて発信する。

◆子育て，仕事などで活躍する女性の体験談などをホームページ「住むなら
京都」で紹介した。

総合企画局
総合政策室（ＳＤ
Ｇｓ・市民協働推
進担当）

184
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」推進のための企業支援
【再掲】

　男女共同参画に関する基礎的な内容を学ぶ講座や，男女共同参画の視点を
持った生涯学習に関する講座，大学・企業等との連携講座を実施する（「真
のワーク・ライフ・バランス」に関する研修会等も実施）。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金　交付企業1社
◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEB，民間フリーペー
パーや雑誌等を活用した広報啓発

文化市民局 共生社会推進室

185
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実践促進 【再掲】

　「真のワーク・ライフ・バランス」について考えていただくための機会づ
くりのためにSNS等を通じて実践写真を募集するとともに，各区ふれあいま
つり等への啓発ブース出展や，家事・育児・介護等への男性の参加を促進す
るための講座等を実施し，「真のワーク・ライフ・バランス」の実践促進を
図る。

◆「真のワーク・ライフ・バランス」実践写真募集キャンペーンの実施（応
募数187点），各イベント（各区ふれあいまつり等）での啓発等
◆男性の家事育児講座「はじめてパパの育児講座　赤ちゃんと遊ぼう！暮ら
そう！楽しもう！」全2回
・赤ちゃんとの遊び方実習・生活・関わり方・発達・看護
　参加者：42名
・赤ちゃんの寝かしつけ方、パートナーとのコミュニケーション
　参加者：40名
◆WIT（WORK AND WOMEN IN INNOVATION SUMMIT）分科会「男性の家事・育児
参加が社会を変える」参加者500名（WIT全体）
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

186
「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の「見える化」のため
の広報啓発【再掲】

　各種媒体やポータルサイト（京都style「真のワーク・ライフ・バラン
ス」応援WEB／01年度中にリニューアルを予定）を活用し，「真のワーク・
ライフ・バランス」の推進や働き方改革，女性活躍の取組を実践する企業の
取組等の「見える化」を図る。

◆京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBのリニューアル（企
業向け認証制度や企業の取組の情報発信の追加，スマートフォン対応な
ど），民間フリーペーパー等を活用した広報啓発
◆人権月間啓発パネル展（ゼスト御池寺町広場，12/4-11）の開催
「真のワーク・ライフ・バランスを実践してみませんか？」

文化市民局 共生社会推進室

187
男女共同参画センター「ウィ
ングス京都」
「情報提供事業」

　ウィングス京都のホームページにおいて男女共同参画に関する情報を提供
する。また，男女共同参画に関する講座情報を盛り込んだリーフレット
「ウィングスきょうと」を発行する。

◆講座案内「ウィングスきょうと」年6回発行
（4,5月号7,500部，それ以外各8,000部）

文化市民局 共生社会推進室

188
自治会・町内会＆ＮＰＯおう
えんポータルサイトの運用
【再掲】

　市民による自主的なまちづくり等を支援するため，自治会・町内会等に関
する情報やＮＰＯ法人に関する情報をデータベース化し，一元的に発信する
ポータルサイトを運営する。

◆ＰＴＡしんぶん２月号，京都はぐくみ通信／ＧＯＧＯ土曜塾（３・４月
号）への啓発記事掲載（令和2年2月・3月）
◆京都商工会議所及び中小企業家同友会等を通じた各事業者に対するメール
マガジン等の啓発（平成31年4月）
◆「地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業」
　地域団体とＮＰＯ法人が連携して地域の課題解決に取組む事業に助成する
事業を実施（3事業）

文化市民局

地域自治推進室
（地域づくり推進
担当，市民活動支
援担当）

189
人権総合情報誌「きょう☆
COLOR」の発行【再掲】

　企業にとっての「真のワーク・ライフ・バランス」実現のメリットや実例
等を広く周知し，企業価値の向上，働く人が多様な働き方を選択することが
できる社会の実現に向けた企業活動を支援する。

◆人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」Vol.11（令和元年12月号）に，優
れたワーク・ライフ・バランスを実現する(株)ローバー都市建築事務所の取
組を掲載（発行部数：約15,500部）

文化市民局 共生社会推進室
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