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平成２９年度文化を基軸とした各局区等の主な取組例 

 

【環境政策局】 

 「文化」の根底にある「自然と共生」や「もったいない」「しまつのこころ」など，京都に

息づく優れた生活文化の浸透を図るとともに，全人類が参加する「パリ協定」へと飛躍した

「京都議定書」の誕生都市として，持続可能な都市文明の構築に向けた国際的な都市間連携

を牽引する役割を果たす。 

[主な取組] 

○地球温暖化対策に関する人類史上初の国際的な約束である「京都議定書誕生 20 周年」の

節目に，パリ市や国連公式協議機関イクレイ等と連携し，「持続可能な都市文明の構築を 

目指す京都宣言」を全世界に発信 

○「DO YOU KYOTO？」推進事業～環境にやさしいライフスタイルへの転換～（自然との共生

やしまつのこころ等の京都独自の生活文化と融合した環境にやさしいライフスタイルへの 

転換） 

○フタバアオイやチマキザサなど，本市の伝統的な文化を育んできた本市固有の生態系の 

保全を図ることを目的に，京の生きもの・文化協働再生プロジェクト認定制度を運用 

 

【行財政局】 

 市政の持続的かつ安定的な発展に向け，あらゆる行財政改革に積極果敢に挑み，京都の 

未来に責任を持つ市政運営を果たす。 

[主な取組] 

○国際文化観光都市としての魅力を高め，観光の振興を図る施策に要する費用に充てること

を目的とする「京都市宿泊税条例」を制定し，総務大臣から同意を得た（本年 10月 1日か

ら施行予定） 

○文化庁の京都への全面的移転を踏まえ，「文化首都・京都」の職員にふさわしい知識や 

教養を身に着けることを目的として，「文化力講座」を自主研修として新たに実施 

○市立芸大において，西文化会館の無料コンサート（6月，12月），北文化会館のコンサー

ト（11月，2月），桂坂小学校での楽器の紹介・演奏・指揮者体験（9月），西総合支援学校

の生徒を招待し歌唱の披露（7月）等を実施 

○日本伝統音楽研究センターにおいて，日本の伝統音楽及びその研究活動を分かりやすい形

で伝える講座を開催 

 

資料４ 
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【総合企画局】 

  東京一極集中の是正に向け，市民と行政が，ひとごとではなく“みんなごと”として協働

し，文化庁の全面的な移転を着実に推進するとともに，各政策分野と文化との連携・融合を

図り，文化の力により全国の地方創生をリードする。 

[主な取組] 

○官民地域連携のエリアマネジメント組織「京都岡崎魅力づくり推進協議会」を中心に， 

多くの関係主体との連携の下，岡崎の優れた地域資源を活かした地域連携型魅力創出事業や

魅力情報発信等を実施 

○京都駅東南部エリアの活性化に向けて，「文化芸術」と「若者」を基軸とした新たなまち

づくりを推進 

○第 15 回京都学生祭典「文化創造・発信プロジェクト」の実施（「東アジア文化都市 2017

京都」と連携した日中韓の「だし」に関する企画，京都の文化人に取材した記事を毎月 

15日に発信する「京都学生文化発信の日」など） 

○「学まちコラボ事業」において，大学・学生と地域との協働による文化的な取組を促進す

るため，文化枠を創設（平成 32年度まで） 

○「文化庁京都移転・私たちができること推進チーム」の取組を推進（京都市職員を対象と

した研修「文化力講座」，文化が持つ様々な「チカラ」を市民の皆様に知っていただく 

「私たちが伝える！文化のチカラ講座」，障害のある方が描かれた絵画作品の展示など） 

 

【文化市民局】 

 「文化首都・京都」の実現に向けて，文化を基軸とした施策の展開と融合を図る中で，   

その相乗効果により，地域コミュニティの活性化や市民生活の向上，スポーツ振興等の施策，

事業がより一層活性化するように取り組む。 

[主な取組] 

○東アジア文化都市 2017 京都において日中韓文化交流事業の実施 

○大政奉還 150周年記念プロジェクトで全国 22都市連携事業の実施 

○文化芸術の力で社会的課題の解決に取り組む「文化芸術で人が輝く社会づくりモデル 

事業」の実施 

○2020東京大会等に向けて，京都の文化力を内外に発信する「京都文化力プロジェクト」

を実施 

○早朝観光の充実や各種ＭＩＣＥ事業，外堀景観向上事業など，二条城の保存・継承と価値・

魅力の発信 

○京都の文化遺産をテーマで認定する「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」の普及 

啓発の実施 

○「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」による区民の自発的なまちづくり活動の 

活性化の推進 
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【産業観光局】 

 文化庁の京都への全面的な移転決定を契機として，中小企業の支援や伝統産業の活性化，

新産業の創出，観光振興，農林振興等，局内のあらゆる取組を，「文化」と掛け合わせて推進

することで，京都経済を活性化し，好循環で自律的な地域経済発展のフローを生み出してい

くことを目指す。 

[主な取組] 

○京都遺産，伝統文化，伝統産業を活かした体験メニュー・ツアーの造成 

○京都市認定通訳ガイドの育成（「伝統産業」，「文化財」，「伝統文化」，「食文化」の専門 

科目の履修等により奥深い京都の魅力を伝える） 

○「京都をつなぐ無形文化遺産」に選定した京菓子の記念イベントをはじめとする京の 

食文化の発信 

○「京都国際マンガ・アニメフェア」の開催 

○「京都伝統産業ふれあい館」を核とした伝統産業の振興 

○「京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター構想」の推進 

 

【保健福祉局】 

 すべての市民の皆様のかけがえのない「いのち」を守るとともに，文化や地域とのつなが

りを通じて，年齢や障害の有無に関わらず，いきいきと暮らすことのできる取組を進めてい

く。 

[主な取組] 

○「人と動物が共生できるうるおいのある豊かな社会」の実現に向けた取組 

○ほほえみ広場（障害のある市民がレクリエーションを通じて運動に親しみ，障害のある 

市民もない市民も互いに交流する催しを実施。） 

○文化芸術に係る「ユニバーサルデザイン」についての啓発等 

 

【子ども若者はぐくみ局】 

 子ども，若者を健やかで心豊かに育む社会を築くために，大人としてどう行動すべきかを

示した「京都はぐくみ憲章」の制定 10周年を機に，子ども，若者を市民ぐるみ，地域ぐるみ

で育む「はぐくみ文化」の更なる発展に向けた取組を進めるなど，憲章を実践する行動の  

輪を一層広げる。 

[主な取組] 

○若者の感性を磨き，表現力を高めるため，青少年活動センターで「演劇ビギナーズユニッ

ト」や「ダンススタディーズ１」等を実施 

○広報紙「京都はぐくみ通信／GoGo土曜塾」を活用し，より多くの親子に対して文化芸術

を体験できる催し物を周知 

○演劇から学ぶ「働くためのコミュニケーションワーク」として，コミュニケーションの 

苦手意識を持つ方を対象に，演劇の手法や俳優のトレーニング方法を用いて，自己表現力や

コミュニケーションを高める事業を実施 
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【都市計画局】 

 誰もが 50年後，100年後も「日本に京都があって良かった」，「京都に住んでいて良かった」

と実感していただける，魅力・活力あふれるまちづくりに取り組む。 

[主な取組] 

○市民一人一人や事業者等と京町家の価値や危機感を共有し，京町家の保全・継承の取組を

推進するため，「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」を制定 

○国や本市独自の制度の運用により，美しい自然・歴史的景観の保全，京都らしい市街地 

景観の整備，眺望景観の創生を図る取組を推進 

○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 

 

【建設局】 

 これまで取り組んできた安心・安全で快適なまちづくりと「文化」を融合させ，「世界の  

文化首都・京都」にふさわしい公共空間を創出することで，「京都に住んでいてよかった，  

住みたい，働きたい，訪れたい」と感じていただけるまちづくりを進める。 

[主な取組] 

○無電柱化事業の推進，石畳舗装等の補修及びまちのシンボルとなる橋の補修・修景等の 

良質な道路空間の創出 

○道路の森づくりや花の道づくり等の推進 

○円山公園の再整備（修復）による名勝地としての魅力向上 

 

【北区役所】 

 豊かな自然の恵みと伝統ある文化の中で，人々がお互いに支え合い，活力を持って生き  

生きと暮らすまちを目指し，地域に息づくあらゆる文化の素晴らしさを，改めて区民の皆様

に感じていただける取組を実施する。 

[主な取組] 

○北区「ＷＡのこころ」創生事業「大徳寺を歩くっ～ほんまもんに触れよう～」ツアー 

○【ニコニコ北っ子】小学生のための京の食文化セミナー 

○ＦＭ放送局「RADIO MIX KYOTO」を通じた文化に係る取組の発信 

○職員の文化力向上（茶道体験，五山送り火における左大文字保存会活動への参加） 
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【上京区役所】 

 長い歴史の中で生み出された様々な芸術や美術，文化が今日まで受け継がれており，その

中で培われた知恵や地域の絆が今も健在であるという上京区の魅力を継承，発展させるため，

地域の方やＮＰＯ等と連携しながら，地域の資源を生かした取組の充実を図る。 

[主な取組] 

○応仁の乱－今輝け東陣(ひがしじん)を訪ねて－の開催（特別対談「応仁の乱 550 年目を 

迎えて」等） 

○上京の魅力発信事業（まち歩きツアー等） 

○上京区文化振興事業（茶会，薪能等） 

○上京の子どもまつり（上京区の伝統文化や区民の文化活動の紹介） 

○笑顔ですごせる健康づくりのまち上京（食文化と健康づくり講演会） 

 

【左京区役所】 

 文化庁移転，東京五輪・パラリンピックを見据え，左京の文化価値の再発見・継承・創造，

文化力の魅力発信，担い手育成により，「文化力向上」を図る。 

[主な取組] 

○左京食文化プロジェクト「“ほんまもん”の食を楽しもう」 

○久多いきいきプロジェクト「文化財を活かしたまちづくり～山村生活用具を触る・使う・

残す～"」 

○京の伝統文化体験 in大学のまち左京 

 

【中京区役所】 

 「響きあう 人・まち・文化 中京区」の実現を目指すとともに，文化庁の全面的移転の

決定等を踏まえ，文化力を基軸とした産業，観光，子育て，地域コミュニティの活性化など，

あらゆる政策との融合を図ることで，取組の更なる充実，強化を図る。 

[主な取組] 

○中京区文化協議会 

○歴史文化探訪事業 

○子ども体験講座（中京区・京都市に根付く文化や歴史を体験） 

○中京区民まちづくり支援事業 

・京都国際子ども映画祭（特定非営利法人キンダーフィルムフェスト・きょうと） 

・天才アート展 2017 及びシンポジウム（特定非営利法人障碍者芸術推進研究機構） 

 ・こどもと行こう！祗園祭 2017（コドモト） 
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【東山区役所】 

 東山の恵まれた自然環境，洗練された歴史や伝統と豊かな文化資源のほか，地域の強い  

連帯感や大学の豊富な知見といった区民力と文化力を可能な限り融合し，東山の魅力の向上

や地域の活性化を一層促進する。 

[主な取組] 

○「東山で学ぼう！京都の伝統文化」事業～“花街の文化に親しむ会”の開催 

○伝統産業の継承～手しごと職人に関するプロジェクト 

○誰もが楽しめる観光文化の促進～ユニバーサルツーリズムに関するプロジェクト 

 

【山科区役所】 

 「心豊かな人と緑の“きずな”のまち山科」を実現するため，地域の各種団体や経済界，   

大学等と連携し，山科のまちの魅力資源を磨き高めて，区内外への総合的な発信を図る。 

[主な取組] 

○明治期の土木遺産を巡る「どぼくウォーキング」 

○子ども音楽体験ワークショップ 

○子ども能楽入門ワークショップ 

○こころ静かに写経・写仏体験 

 

【下京区役所】 

 文化庁の全面的移転，京都市立芸術大学の崇仁地域への移転を契機として，下京区の豊か

な「地域力」「文化力」を基軸としたまちづくりを促進する。 

[主な取組] 

○区民提案型支援事業における「芸術文化枠」の創設（大学・学生グループが地域と連携し

て行う芸術活動を支援） 

○「下京・京都駅前サマーフェスタ」の充実（地域団体，東西本願寺，京都駅ビル㈱との   

連携強化） 

○ 園祭山鉾行事“ここだけの話”と礎石めぐり～明治期の苦難を乗り越えた町衆の力～ 

○歩いて発見！ 渉成スタンプラリー（明治 150年関連事業・都市計画局と共催） 

○下京アフターアワーズ vol.5（市立芸大学長をゲストに開化堂カフェで開催） 

 

【南区役所】 

 地域力（みなみ力）を結集して，全学区参加による区民交流の場「南区民ふれあいまつり」

を世界文化遺産「東寺」で開催するとともに，文化事業などを通じて，区民の文化力向上と

文化芸術への関心を高める。 

[主な取組] 

○南区民文化フォーラム（コーラスや踊り，ダンスなどのステージ） 

○文化芸能まつり（南区で活躍する文化芸能団体によるステージ） 

○南区民文化展 

○南区観光「ＡＲ西寺・羅城門」 
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【右京区役所】 

 豊かな自然，優れた文化遺産，地域に根付いた様々な歴史，文化を有する右京区では， 

今年度，この「文化」を基軸に，「健康長寿」，「安心安全」，「地域コミュニティ」，「子育て    

支援」，「人口減少対策」など，あらゆる施策を融合させ，生活の中に文化が根付き，右京   

区民お一人おひとりがこころの豊かさを実感できるまちの実現を目指す。 

 [主な取組] 

○うきょう文化・芸術発信事業（文化体験教室（茶道・親子いけばな・書道），右京区民    

美術展及び右京区内高等学校絵画展，右京の歴史・文化芸術講座） 

○気付き はじめる 健康づくり～右京からだの学校～等地域力・文化力を源泉とする「健康

長寿のまち右京」の推進 

○地域の暮らしや文化，伝統産業を支える「ものづくり」の仕事体験を通じて，子どもたち

の豊かな感性をはぐくむ「こどもシゴト博＠右京」 

 

【西京区役所】 

 豊かな自然や歴史に育まれた西京区の文化を再発見し，西京区の魅力を大いに発信する 

ことで，『住みたい』，『住んでよかった』と実感できるまちづくりに取り組むとともに，観光

の分散化に寄与する。 

[主な取組] 

○西京区ＰＲ冊子による文化・魅力の発信（平成 30年 3月発行予定） 

○お月見と伝統文化に親しむ西京の夕べの開催 

○西京ふれあい吹奏楽祭の開催 

○洛西夜の賑わい創出プロジェクト（洛西グラシアス・バル（10/28）の実施（バル，JAZZLive，

仮装コンテスト等）） 

○大原野「地域ブランド」戦略の推進 

○京都市・向日市協働イベント「竹結びフェスタ」 

 

【伏見区役所】 

 区の目指す将来像「水と緑とぬくもりのあるまち「伏見ですむ」」の実現に向け，豊かな  

水運や神社仏閣，酒蔵や名所史跡等，自然と歴史がいきづく地域の魅力を学び，発信すると

ともに，伏見力を活かし，新しい京都のまちづくりを牽引する。 

[主な取組] 

○区内大学，地域団体等と連携した伏見連続講座の実施（2,537名受講 1月末現在） 

○伏見の観光資源の再発掘（鳥羽伏見の戦いの講演会やまち歩きを開催） 

○伏見区民文化祭・区民茶会（謡曲・仕舞等の伝統芸能やお茶会） 
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【消防局】 

 文化庁の全面的移転を機に，文化財を災害から守る取組をより着実に進めるとともに，  

自助・共助の精神に基づく自主防災組織や消防団の活動を市民が守り続けてきた「文化」  

として継承し，一層の充実を図る。 

[主な取組] 

○文化財防災マイスターの養成指導 

○文化財市民レスキュー体制の構築 

○文化財周辺における「たき火又は喫煙を制限する区域」の指定 

 

【交通局】 

 「歩いて楽しいまち・京都戦略」を担う公営交通事業者として，安全対策はもとより，   

文化観光都市京都の一端を担う事業者として，茶道を始めとした自主研修等を実施すること

により，更なるお客様サービスの向上に取り組んでいる。 

[主な取組] 

○交通局職員を対象に，茶道をはじめとした文化的教養・知識を身に着け，より良質な 

お客様サービスにつなげるための自主研修を実施 

○京都国立博物館やＮＨＫ京都放送局の皆様との連携により京都の文化振興を目的に，国宝

作品をあしらったラッピングバスの運行 

 

【上下水道局】 

 水道・下水道に関する情報を市民に分かりやすく伝え，市民の声を受け止め，ニーズに対

応したサービスを提供し，期待に応え続けることはもとより，京都ならではの「こころの創

生」を重視し，文化，景観及び地球環境に配慮した“こころをはぐくむ”事業運営に努める。 

[主な取組] 

○琵琶湖疏水通船復活や琵琶湖疏水記念館による琵琶湖疏水の魅力の創造・発信 

○「蹴上浄水場 第１高区配水池」の「曳家（ひきや）工法」による改築更新 

 

【教育委員会事務局】 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催や文化庁の京都への全面的移転決定を踏まえ，

日常生活における身近な生活文化も含め，京都に受け継がれてきた文化への理解を深め，  

その発信とともに，文化の担い手の育成に向けた取組を推進している。 

[主な取組] 

○全小・中・高等学校での伝統文化体験活動の実施 

○「和食推進の日」及び「和（なごみ）献立」を実施 （毎月 1回） 

○子どもの音楽文化の振興・普及を図る取組の推進（京都市少年合唱団の運営，小学生の  

ための音楽鑑賞教室の実施） 

○国際博物館会議（ICOM）京都大会 2019 の開催を推進（ICOM 推進月間事業（京博連創立   

25周年記念シンポジウム，ナイトミュージアム京都等）の企画・実施等） 

○NPO法人「障碍者芸術推進研究機構」との協働による障害のある方の文化芸術活動支援 
 


