
事　業　概　要 要求額 査定額 内容

子ども夜間交通安全
教室ＤＶＤ作成
＜伏見区役所＞

　醍醐地域では，醍醐十校区交通安全推進委員会が山科警察署等の協力を得て，管内の小

学生及びその保護者を対象とした夜間の交通安全啓発事業を毎年度実施している。

　このような事業は醍醐地域以外では行われておらず，また醍醐地域の実施においても年

1回の開催で60名程度の参加にとどまるが，子どもの交通安全，特に夜間における事故防

止に非常に有意義な事業である。

　そのため，この事業の様子等をＤＶＤ化し，醍醐地域をはじめ市内の小学校，児童館等

に配布することにより，より多くの子どもたちの夜間の交通事故防止について意識高揚を

図り，「安心安全のまち醍醐」「安心安全のまち京都」の実現に役立てていく。

＜成果目標＞

　醍醐地域をはじめ市内の小学校，児童館等に配布し，より多くの子どもたちの夜間の交

通事故防止について意識高揚を図り，「安心安全のまち」の実現に役立てる。

2,700 2,500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

撮っておき上京！
～私の選んだベスト
プレイス～
＜上京区役所＞

　著名な観光寺院や名所が少ない上京区において，区内の新たな魅力を再発見し，広く内

外に発信するために，京都市民・上京区民から区内の隠れスポットや自分の好きな場所

（風景・建築物・店舗等）の写真を募集する。募集については，「大人の部」と「子ども

の部」に分けて行い，優秀作品について表彰等を行うとともに，作品を基に散策マップを

作成する。

＜成果目標＞

　応募作品を通じて身近な地域の魅力を再確認するとともに散策マップ等の作成に活用す

る。また，応募作品を地下鉄駅構内に展示することによって，市バス・地下鉄利用者の増

加を目指す。

1,300 1,100

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

下京区内全域スタン
プラリー
＜下京区役所＞

　下京区全域を対象に，区民に地域の名所ポイントを選定してもらい，これまで区役所等
で作成した観光マップ等も活用して，新たな観光ルートを発掘し，区内全域を歩いて楽し
んでもらえるスタンプラリーを実施する。
　本事業は，下京区130周年記念事業に位置付け，広く区民の参加を得て企画，実施する
ものであり，準備，実行の各段階で，地域コミュニティの再生や「歩いて楽しいまち」の
推進，新たな観光資源の発掘やにぎわい拠点の創出など多様な効果が期待できる。また本
事業の実施は，区内全域の地域課題の総点検となり，次期基本計画の土台造りとしての意
義もある。

＜成果目標＞
　時間を忘れてゆっくりと楽しく歩くことの意義を多くの人に理解してもらい，住民の健
康の増進に寄与する。また，住民に地域の歴史や魅力を再発見し，地域に関心，愛着を
持ってもらうことで，地域のつながりや連携の強化，地域コミュニティの増進に結びつ
く。さらに，区内各所に新たな観光地を発掘し，にぎわい拠点を作り出すことで，「四条
通周辺」と「京都駅周辺」とを歩いて移動してもらうルートを生み出すことをはじめ，区
内に様々な観光ルートを作り出す。

4,000 2,500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

右京から考える　エ
コ交通
～かしこいクルマの
使い方～
＜右京区役所＞

　右京区では，過度にクルマに頼る交通行動を考え直し，クルマの利用を控えることで，

渋滞をはじめとする交通や環境問題を緩和し，且つ，公共交通機関の利用促進を図る「か

しこいクルマの使い方」に取り組んでいる。

　この取組みを更に進めることで，環境や高齢者等に優しく，賑わいのあるまちづくりを

目指す。

○地下鉄太秦天神川駅を発着とする市バス路線が走る複数学区で，「かしこいクルマの使

い方」のワークショップを行う。

　ワークショップの意見を基に作成した「お出かけマップ」と説得冊子，アンケートを

ワークショップの学区全世帯に配布する。

○右京区お出かけマップを作成し，市民しんぶん右京区版に折り込んで全戸に配布する。

＜成果目標＞

　一人ひとりの交通行動が環境問題の解決に結びつくことを理解してもらい，交通行動を

変えることで，環境にやさしいまちづくりの実現につなげていく。更には，市バス・地下

鉄等公共交通機関の利用者の増加にも貢献する。

1,000 1,000

□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

大岩街道周辺地域の
良好な環境づくりの
推進
＜伏見区役所＞

　２０年度に策定する「まちづくりの方針」に基づき，地区計画制度の活用に向けたまち
づくり組織の立ち上げを目標とした取組を進める。また，大岩山を美しい里山に再生する
取組（ワークショップ，不法投棄物の回収など）に参加した住民，ボランティア等を中心
としたネットワークを形成し，大岩街道周辺地域の不法投棄根絶活動と自然環境の再生に
向けた取組を住民主体で実施する。
＜成果目標＞
①「まちづくりの方針」に基づき地区計画を策定する住民，産業廃棄物事業者等で構成す
る「まちづくり組織」を立ち上げることで，これまで違法開発状態のままであった当該地
域のまちづくりを具体的に前進させる体制が整うこと。②大岩山周辺地域を含む大岩街道
周辺地域の環境問題に関心のある市民，地域住民，NPO団体，学生等で構成するネット
ワークを形成することで，不法投棄根絶活動と自然環境の再生に向けた継続的な取組が期
待できること。

8,150 7,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

北区伝統ブランドい
きいき発信事業
＜北区役所＞

　日本の伝統文化が再認識され，洋に対して和が見直されつつある状況を踏まえ，北区が
誇る伝統ブランドを，地元関係団体と共に民間企業等とタイアップして全国に発信するこ
とにより，新需要を開拓し，北区の伝統ブランドの活性化を図る。
１　北区の「ほんまもん」ＰＲ事業
①北区の農家が開設する直売所や朝市開催状況等を記載したマップを作成し，広く配布す
る。②北区で栽培される主な野菜紹介とその特徴，農家直伝の昔ながらの食べ方等に関す
るＰＲパンフレットを作成し，広く配布する。③地下鉄ターミナル等において，京野菜の
展示即売会（朝市）を開催する。
２　北山杉オブジェ製作コンペティション事業
①北山丸太を活用した「北山地域をイメージしたオブジェ」についての製作企画案を，建
築学部を有する大学へ広く募集し，最も優れた企画案に対してオブジェ製作に要する材料
を企画者に提供し，作品を製作する。②完成したオブジェを京都館等で一定の期間展示す
るとともに，北山杉に関するフォーラムを開催し，北山杉や北山林業が果たす社会的役割
等や魅力を発信する。
＜成果目標＞
①京都の伝統ブランドとして確立された本物の伝統野菜の魅力を発信し，地産地消の推進
を図るとともに，市内の旅館，ホテルや観光案内所でマップやパンフレットをＰＲするこ
とにより，市民だけでなく，観光客にも京野菜の魅力に触れる機会をつくり，京野菜の消
費拡大を目指す。②北山杉オブジェの製作に係る企画を通じて，将来建築家として活躍す
る可能性のある学生に，北山杉の特性，良さ等を自ら探究する機会を設け，建築業界等に
おける北山杉利用推進者の芽を育てるとともに，北山杉，北山地域の林業が有する多面的
機能を広くＰＲし，その価値を共有する仕組みづくりを進めることにより，北山杉の消費
拡大を目指す。

3,150 2,500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

上京区の伝統文化を
まるごと体験！！
～ちびっ子豆博士の
育成～
＜上京区役所＞

　平安遷都以来1200年を超える長い歴史に培われた伝統や文化が蓄積された上京区におい

て，特に茶道や能などの伝統文化について，幼い頃から触れることや，体験することを通

じて理解や知識を深めるとともに，地域に対する愛着心の醸成を図るための講座を実施す

る。

＜成果目標＞

　地元に根付いた伝統文化に関連する事業の実施により，地域の魅力を再発見するととも

に，地域コミュニティの活性化を目指す。

1,380 1,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

 「山科観光ウィーク
（おこしやすやまし
な週間）」（仮称）
の創設
＜山科区役所＞

　山科区への観光客誘致を図るため，「おこしやす“やましな”協議会」の活動の成果を

踏まえ，新たな取組として，秋の観光シーズンに「山科観光ウィーク（おこしやすやまし

な週間）」(仮称)を設定する。その期間は地域を挙げて観光振興に取り組む期間と位置付

け，下記のような関連イベントを集中的に開催することにより，山科区関連情報の多様な

発信を通じて，山科区の観光資源としての認知度を高め，観光客の誘致を図っていく。

　１　「平安ロマンの道～勧修から小野の小径～」（仮称）の実施（勧修寺のライトアッ

プなど）

　２　キャンペーンの実施（東京京都館や京都市中心部へのキャラバン隊の派遣など）

　３　地下鉄利用者を対象とした共通割引企画の実施（区内の寺社の拝観料割引など）

＜成果目標＞

　新たな観光資源としての山科の魅力を広く発信し，今後の観光振興につなげていく。

1,500 1,200

□要求どおり

■積算内容精査

■事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

歴史・文化・学問の
まちづくり
～左京の伝統と歴史
を未来へつなぐ～
＜左京区役所＞

　左京区は，「歴史・文化・学問」のまちであり，この左京の特性を，左京の未来を担う

子どもたちを含めた，多くの区民に引き継いでもらい，地域の将来にわたる活性化につな

げていくことが重要である。

　そこで，左京区の豊かな歴史を区民に学んでもらい，次代に伝えてもらうため，左京の

歴史や区内の各地域で子どもへと継承されてきた伝統行事等をテーマとした区民特別講座

「左京の伝統・歴史」を開催するとともに，歴史についての講座内容をまとめたマンガ冊

子を発行する。講座開催及び冊子発行に当たっては，「大学のまち・左京」の特色を生か

し，区内大学と連携を図るなど，「歴史・文化・学問のまち」左京ならではの取組を進め

る。また，全ての区民に左京区の歴史を振り返ってもらうため，市民しんぶん左京区版

「左京ボイス特別号」を発行する。

＜成果目標＞

　区内の大学との連携の下，区民を対象にした特別講座「左京の伝統・歴史」を開催する

とともに，歴史に関する内容をまとめたマンガ冊子「左京の歴史」を発行し，区内小学

校，大学，図書館，地域等に広く配布し，活用してもらうことで，子どもたちを含めて多

くの区民に左京の伝統と歴史を引き継いでもらう。さらに左京ボイス特別号を発行し，

「歴史・文化・学問のまち左京」の魅力を広く知ってもらう。

4,500 3,500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

北部山間いきいき大
作戦
＜北区役所＞

　北区の北部山間地域（小野郷，中川，雲ケ畑）が抱える様々な課題に対し，人口増や来

訪者の増加につながる取組を実施する。

　具体的には，多くの皆様に北部山間地域へ来ていただき，地元住民とふれあえるような

事業のアイディアを広く募集し，地域活性化の契機となる事業を地元及び行政が“きょう

かん”で運営する。

＜成果目標＞

　北区の北部山間地域において実施する事業を広く募集することにより，これまでにない

当該地域ならではの，また，集客力のある事業を地元と行政が“きょうかん”で実施し，

地域振興を図る。

　また，公共交通機関を利用していただくことにより環境に負荷が少ない事業を行い，本

事業の実施により当該地域での昼間人口の増加を図り，地域の活性化を目指す。

1,000 500

□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

認知症の人も安心し
て暮らせるまちづく
り
～高齢者にやさしい
店を世代を越えた共
汗で創り出そう～
＜左京区役所＞

　「さきょう認知症を考える会」と大学のボランティア等とが連携し，認知症の方とその

家族等を対象に，高齢者とりわけ認知症の方が利用しやすい店についてのアンケート調査

を行う。調査結果を踏まえ，高齢者やその家族の声を反映させた「高齢者にやさしい店宣

言」を作成する。また，商店街と連携し「認知症あんしんサポーター講座」を開催すると

ともに，「高齢者にやさしい店宣言」を実践する店には「高齢者にやさしい店ステッ

カー」を掲示してもらう。さらに，高齢者にやさしい店リストを作成し，配布する。

＜成果目標＞

　高齢者とりわけ認知症の方にとっては，買い物をするのも多くの不安が伴う。そのた

め，商店に対して，「高齢者にやさしい店」を目指すことを奨励するとともに，「高齢者

にやさしい店」に関する情報を広く高齢者に提供すれば，高齢者の方も安心して買い物を

することができる。また，そのような取組は，商店街の活性化にもつながる。

1,000 1,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

中京区まちづくり次
世代推進者共育支援
制度の創設
＜中京区役所＞

　次世代のまちづくり活動を推進する若手住民に対して，学のコーディネート，例えば町

家キャンパスによる育成プログラムを実施することにより，活動担い手の育成を推進す

る。まちづくりの事例研究や地域の抱える課題についての討議等を通して，活動の主体性

や積極性を認識してもらう。なお修了者には認定等を与え，①区役所の関係委員会等への

オブザーバー参画，②提案される活動について区支援策の優先枠取扱い等を実施する。

　平成21年度は，育成プログラムの検討，開発，予備試行の実施を行う。

　平成22,23年度は，育成プログラムを実施するとともに，修了者に対するまちづくり施

策への参画や区の支援を行う。

　平成24年度以降については，それまでの実施状況等を踏まえ，適宜見直しを図る。

＜成果目標＞

　この事業によって，地域が将来にわたっての持続的なまちづくりのビジョンを自分たち

で考え，実践することに寄与するとともに，地域力の強化向上に資する。地域力の強化

は，地域での自主的な健康づくり，防災，交通安全，子育て支援を活性化させる効果が考

えられ，一つでも多くの学区で自主的な地域活動が展開されることを成果目標とする。

500 500

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

地域コミュニティ活
性化事業
＜南区役所＞

　南区では，「地域の安心安全ネットワーク形成事業」に基づき，学区を単位とした「安
心安全のまちづくり」を進めており，平成２０年度には区内全１５区において，住民主体
の活動がスタートする。
　しかしながら，事業開始から５年を経過する中で，先進的な取組を進めている学区があ
るものの，一方で事業に参加する住民の一層の拡大や，効果的な事業の企画・実施が停滞
するなどの課題がある。
　こうした中で，市内各所で実施されている身近な視点を活かした地域ぐるみの取組を紹
介して交流するシンポジウムを通じて，幅広い観点や分野の取組を導入し，住民の参加拡
大や効果的な取組の実現による地域コミュニティの活性化，ひいては「共汗」によるまち
づくりを進める契機とする。
　そのために，平成２１年度は，市内及び南区内で先進的な「安心安全のまちづくり」や
地域コミュニティの活性化に取り組む団体をパネラーとして招請し，南区民を参加者とす
るシンポジウムを開催する。シンポジウムでは，先進事例のプレゼンテーション及びパネ
ルディスカッション，有識者（大学教授等）との意見交換会を行う。

＜成果目標＞
 区内全域における「安心安全のまちづくり」の更なる取組の契機とし，地域コミュニ
ティの活性化，ひいては「共汗」によるまちづくりを進める。

1,000 1,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

西京「地域力」育成
支援事業～「西京ま
ちづくり共汗サポー
ター（仮称）」の育
成～
＜西京区役所＞

　地域活動の活性化に必要不可欠である人材の発掘と育成を目指した新たな事業を推進す

る。

　「まちづくり活動フォーラム」の開催により，自治会やNPO，ボランティア等の地域活

動について，その意義や重要性を区民にアピールし，活動への幅広い参加を促すととも

に，団体間の交流を通して地域における今後のまちづくり活動の潤滑化を図る。

　また，地域活動の主役となり得る新たな人材を発掘するため，フォーラム参加者に対し

て「西京まちづくり共汗サポーター（仮称）」を募り，様々な情報の提供等を通じて地域

活動への積極的な参加促進を図る。

＜成果目標＞

・ 「地域力」・「市民力」の更なる向上と活性化を図り，自治・自立・協働による地域

特性に応じた新しい住民自治を推進する。

1,800 1,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

久我・久我の杜・羽
束師地域の総合的ま
ちづくりビジョンの
策定
＜伏見区役所＞

　伏見区の久我・久我の杜・羽束師地域は，「伏見区基本計画」，「京都市都市計画マス

タープラン」，「新・京都市南部創造のまちづくり推進プラン」において，都市基盤整備

を推進し，都市的土地利用（産業）と「農」が共生する新市街地の形成を行い新たなコ

ミュニティの展開を図ることをまちづくりの基調としている。

　しかし，実態は，農地の住宅用途開発が無秩序に進行するスプロール化が生じて人口が

急増しており，都市施設等の恒常的不足や，転入者と従来のコミュニティとの一体化が進

まないこと等，安心・安全なまちづくり推進上の様々な課題が浮上している。

　以上のような状況を踏まえ，本市としての課題解決に向けての明確な方針化と地域にお

けるまちづくりの議論の深まりが早急に必要である。

　そこで，本市と地域のそれぞれの主体的取組を両輪とする協働・「共汗」の取組によ

り，この地域の総合的なまちづくりビジョンの策定に向け，庁内関係課による検討と地域

の幅広い住民層の参画による学習会等を実施していく。

＜成果目標＞

　当該地域の総合的まちづくりビジョンを策定することにより，「都市的土地利用と

「農」が共生する新市街地の形成」と「新たなコミュニティの展開」のために，本市と地

域の双方が今後進めていく取組を明確化する。

1,500 1,200

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

自治会とマンション
の融合で地域力の強
化を
＜上京区役所＞

　既往の町内会とマンションコミュニティの交流の現状等についてその実態を調査（仮称

上京区における町内会とマンションコミュニティの交流の実態調査）するとともに，これ

を踏まえてその状況と相互理解のための展望等についての講演を開催し，地域コミュニ

ティ活性化のための方向性を探る。

＜成果目標＞

　本事業の実施により，既往の自治会とマンションコミュニティの交流の現状を把握した

上で，相互理解し合いながら，マンション住民が，主体的・積極的に地域活動に参画して

いく土壌を形成する方策を検討する。

1,800 1,200

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。



事　業　概　要 要求額 査定額 内容

区　政　策　提　案　予　算　要　求　の　内　容

事　業　名

（単位：千円）

査　定　結　果

人口の増加に対応し
た新たな地域活動の
推進助成制度の創設
＜中京区役所＞

　少子長寿化が進行する中，京都市の人口増加率も横ばいで推移しているが，中京区にお
いては，人口増加率が７．５％（平成１７年と１２年の国勢調査結果の比較）という高い
数値を示している。
　特に，マンションの増加に伴い，新たに住民となられる方が増加しているが，地域にお
いて地域住民間の交流・融合が円滑に進んでいないという状況も見られる。地域活動が活
性化し，地域力を維持，向上していくことは，住民自らが主人公となる住民自治を実現し
ていく上で欠かせないことであり，本来の地域力を引き出すには，地域住民が主体的，積
極的に地域活動に参加する土壌を形成することが必要である。
　このため，平成２０年度に引き続き，自治会等の関係者が，急激に増加した住民の交
流・融合について学区を越えて情報交換を行える場を提供するとともに，地域における住
民間の交流のための新たな取組等の実施を支援するため，助成金の支給などを行う。

＜成果目標＞
　「京都の最大の社会資本である地域コミュニティ」の維持，活性化を推進し，「京都の
都市格と存在感を高める新しい住民自治」の実現を図る。

1,000 500

□要求どおり

□積算内容精査

■事業内容精査

「外国語版左京観光
マップ～歩いて楽し
い左京・左京区誕生
80周年を記念して
～」の作成
＜左京区役所＞

　左京区内の６大学には多くの留学生が在籍しており，京都府下全体の約４割を占めてい
る。また，左京区内の観光地には，毎年，外国人をはじめ多くの観光客が訪れている。し
かしながら，これら留学生や外国人観光客の方々に，左京区の歴史と文化の魅力を充分感
じていただくための情報は，必ずしも充分とはいえない状況である。
　今回，区内の大学の留学生ボランティアを募り，左京区内の数多くの観光地をはじめ，
知られざる名所旧跡，留学生ならではの視点で取り上げた観光スポット，外国人観光客に
優しいお店，留学生に役立つ生活情報などを掲載した，「外国語版左京観光マップ～歩い
て楽しい左京・左京区誕生８０周年を記念して～」を英語，ハングル，中国語の３箇国語
（日本語併記版）で作成し，配布するとともに，区役所のホームページにおいても掲載す
る。

＜成果目標＞
　この取組は，区内の留学生の方々に，改めて左京区のまちの魅力を実感，体感していた
だく契機となるとともに，留学生同士の交流を深める機会ともなる。また，左京区を訪れ
る多くの外国人観光客への情報提供とともに，留学生や外国籍の区民の皆さんにとっても
住みよい，愛着の持てる左京区となるようなまちづくりを推進し，平成２１年度に誕生８
０周年を迎える，左京区の素晴らしさや新たな魅力を，広くアピールしていく。

4,400 2,200

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

※「予算要求の内容」欄の事業概要等は，査定を通じて変更していることがあります。査定後の事業概要等は，「京都市予算の概要」を参照してください。


