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□ 「ひと」を育て，まちを元気にする  

24 項目   738,900 

        

  次代を担う子どもたちをしっかり育成  

◇土曜学習の実施拡大 ＜充実＞ 38,500 

家庭学習や自主学習の習慣づけ，基礎基本の定着を図るため，小中学校において，学

校運営協議会やボランティアとの連携のもと，２０年度からモデル実施している土曜学

習について，２３年度の全小中学校での実施に向け，順次拡大を図る。 

    全体事業費 ７６百万円 

          （局配分枠３７百万円，未来まちづくり推進枠３９百万円） 

                〔教育委員会事務局 学校指導課  TEL 222-3808〕 

◇学校エコ改修と環境教育事業 ＜新規＞ 12,000 

環境モデル都市の取組の一つとして，環境省の補助事業を活用し，学校施設の省エネ

ルギー化と環境教育の充実を図る。２２年度の施工へ向け，２１年度は研究会を設置し，

改修整備内容や環境教育プログラムの検討を行う。 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 

◇南区統合小中一貫校整備 ＜新規＞ 451,600 

２４年４月の開校を目指し，南区東九条地域の４小中学校を統合し，施設一体型の小

中一貫校を整備する。 

校舎は現陶化中学校敷地に整備し，隣接する現東和小学校敷地はグラウンドとして活

用する。 

統合対象 陶化小学校，東和小学校，山王小学校 

     陶化中学校 

整備場所 南区東九条下殿田町（現陶化中学校） 

南区東九条南烏丸町（現東和小学校） 

校舎規模 約１８，７００㎡ 

整備期間 ２１～２４年度 

総事業費 ６，９４０百万円 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 
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◇小中学校増収容対策 ＜新規＞ 85,200 

児童・生徒数の増加に伴い，小中学校の校舎を増改築し，教育環境の充実を図る。 

（実施設計等） 

  神川小学校，神川中学校 

〔教育委員会事務局 教育環境整備室 TEL 222-3796〕 

◇特別支援学校スクールバス更新 ＜新規＞ 80,000 

自力通学が困難な児童・生徒のために運行している総合支援学校のスクールバスに

ついて，経年劣化による故障や事故を未然に防止するため，車両３台を更新する。 

〔教育委員会事務局 総合育成支援課 TEL 352-2285〕 

 

 

 幅広い市民の英知の結集で未来の京都づくり  

◇最先端研究知シンクタンク（仮称）の設置         ＜新規＞         6,000 

   数多くの大学が集積する「大学のまち・京都」としての強みを活かし，大学や産業

界等で活躍する新進気鋭の研究者が持つ最先端の研究知を活用し，市政各分野の今後

の政策立案を目的とした調査研究事業を行うための仕組み（シンクタンク）を構築す

る。 

   ２１年度は，シンクタンクの基礎となる研究者ネットワークの構築や調査研究事

業を試験的に実施し，２３年度からの本格実施を目指す。 

                   〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3035〕 

 

 自治・自立・協働のまちづくり  

◇市民共汗サポーター制度の運用               ＜充実＞         3,500 

市民共汗サポーターとして活動しやすい環境づくりを進めるため，事業担当課が，

新たにボランティアを募集する場合や，既存のボランティアが新たに企画・評価等の

事業の枠組みづくりに参加する場合に必要となる経費の支援を行う共汗度アップ支援

制度（仮称）を創設する。またホームページ上で，市民共汗サポーターの活動状況を

広く情報提供することで，市民共汗サポーター同士の情報共有を図る。 

                   〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3104〕 
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◇市民活動・ＮＰＯ・ボランティア活動環境整備（プラットホーム）事業  

                              ＜新規＞       2,000 

市民活動・ＮＰＯ・ボランティア活動の推進に必要な環境を整備するための指針及

び行動計画を策定するとともに，２３年度のスモールオフィス１００箇所設置に向け

た調査を行う。 

                 〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

◇北区北部山間いきいき大作戦 

～活気と魅力あふれる地域おこしの具体化に向けて～

 ＜新規＞    500 

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，どのよう

な対策が有効か，地元，区役所及び民間組織や大学等でワークショップ等を開催し，地

域の魅力の再発見と活気を呼び戻す手法等を検討し，今後の具体的事業展開につなげて

いく。 

〔北区役所 総務課 TEL 432-1199〕 

◇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～

 ＜新規＞ 1,000 

認知症の人も安心して暮らせる左京区づくりを更に進めるため，地域の団体，大学

と協働し，アンケート調査により「高齢者にやさしい店」を選定し，冊子に取りまと

める。また，商店街と連携し，「認知症あんしんサポーター講座」を開催し，商店に対

して，高齢者にやさしい店を目指すことを推奨する。 

     〔左京区役所 支援課 TEL 771-4289〕 

◇中京区まちづくり次世代推進者共育支援制度の創設 ＜新規＞ 500 

町家キャンパス等において，市民主体のまちづくり活動の進め方等を学ぶ育成プロ

グラムを実施することにより，次世代のまちづくり活動を推進する若手住民を育成す

る。２１年度は，育成プログラムの検討，開発を行うとともに，試行実施を行う。 

                  〔中京区役所 まちづくり推進課 TEL 812-2426〕 
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◇地域コミュニティ活性化事業            ＜新規＞    1,000 

  ２０年度に区内全学区で「地域の安心安全ネットワーク形成事業」に基づいた取組

がスタートすることを受け，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」を進めている団体等をパネラーとして，南区民を対象にシンポジウムを開催

する。 

                〔南区役所 まちづくり推進課 TEL 681-3417〕 

◇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～ 

                          ＜新規＞    1,000 

  新しい住民自治の実現のため，「まちづくり活動フォーラム」を開催し，地域活動へ

の幅広い参加促進やまちづくり活動の潤滑化を図るとともに，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，区内で開催されるイベントの

サポーターとして活躍いただくなど，地域活動への積極的な参加を促す。 

                  〔西京区役所 まちづくり推進課 TEL 381-7197〕 

              〔西京区役所洛西支所 まちづくり推進課 TEL 332-9318〕 

◇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     

                           ＜新規＞    1,200 

  久我・久我の杜・羽束師地域においては，住宅用途の開発が無秩序に進行するスプ

ロール化が進んでおり，また，開発に伴う人口急増により，都市施設等の恒常的不足

や地域コミュニティ形成上の課題も生じている。このような状況の中，「都市的土地利

用と「農」が共生する新市街地の形成」に向け，都市計画の観点を中心とした総合的

なまちづくりビジョンを策定する。 

  ２１年度は，まちづくり協議会を中心に，秩序ある都市化等を目指し，地域での議

論を進める。 

                  〔伏見区役所 まちづくり推進課 TEL 611-1144〕 

◇次期各区基本計画策定に向けた取組          ＜充実＞      37,000 

２２年度の次期各区基本計画策定に向けて，２０年度に各区で設置した住民円卓会

議での議論を踏まえ，地域課題の解決に向けた自主的な取組について，更に議論を深

めるとともに，各区で区基本計画策定委員会を設置し，次期計画の素案を作成する。 

＜参考＞局配分枠予算に計上した関連予算 

各区基本計画策定に向けてのまちづくりアドバイザー増員 ６人→１１人 

                〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 
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◇自治会とマンションの融合で地域力の強化を       ＜新規＞      1,200 

町内会とマンションの交流の現状などについて調査を実施し，その現状と課題を分 

析するとともに相互理解のための展望等について講演会を開催し，地域コミュニティ

活性化のための方策を探る。 

〔上京区役所 まちづくり推進課 TEL 441-5040〕 

◇人口増加に対応した地域活動の支援事業 ＜充実＞ 500 

マンションの増加に伴い人口が急激に増加する中，地域住民間の交流が課題となっ

ている中京区において，２０年度からの取組を更に深め，「地域とマンションの交流に

関する情報交換会」を継続実施するなど，地域活動の支援を行う。 

                           〔中京区役所 総務課 TEL 812-2421〕 

◇地域コミュニティの活性化に向けた方策の調査・検討  ＜充実＞      2,000 

市民意見の把握に努めるとともに，「地域コミュニティの活性化に関する懇話会」

及び「地域コミュニティ活性化庁内プロジェクトチーム」において議論を深め，地域

コミュニティ活性化を推進するために必要な方策を検討する。 

                   〔文化市民局 地域づくり推進課 TEL 222-3049〕 

 若者が夢と希望を持って挑戦できるまちづくり  

◇「京ナビ～京都就業・企業情報ナビゲートシステム～」（仮称）の構築 

                          ＜新規＞      6,000 

京都で就職したい学生と人材難の中小企業を結びつけるため，京都市内の企業に関

するデータベースを作成し，大学と連携しながら学生に京都市内の企業の情報を発信

するほか，広く一般に公開し，大学生以外の就職にもつなげていく。 

また，データベースに市内企業における職業体験（インターンシップ）の場の提供

に関する情報も登録し，学生の職業体験の実施を支援する。 

                   〔産業観光局 経済企画課 TEL 222-3333〕 
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 学生や留学生の活躍で京都がはつらつと  

◇お祭りネットワーク事業（仮称）                    ＜新規＞     1,000 

音楽，おどりなどのサークル活動や，ボランティア活動をしている学生グループに

関する情報を集約，登録し，地域の自治会等がお祭り等の地域行事に学生の参画を求

めることができるマッチングの仕組みづくりを行う。 

                   〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3103〕 

◇京都国際学生祭典（仮称）の開催                 ＜新規＞       1,500 

留学生の社会での活動機会を拡大し，留学生と日本人学生との交流を促進するため，

留学生と日本人学生が協働して企画，運営を行う京都国際学生祭典（仮称）を開催す

る。 

開催場所 左京区岡崎地域 

開催時期 ２１年１０月 

                    〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3103〕 

◇留学生優待プログラム（仮称）                  ＜新規＞       3,000 

   将来それぞれの国と京都とをつなぐ架け橋となる京都の大学に在籍している留学生

に，京都の文化芸術により一層親しみ，京都ファンになるきっかけにしていただくた

め，「留学生優待プログラム（仮称）」を実施する。 

◆留学生パスポート（仮称）   

留学生がより深く京都及び日本文化に触れ，魅力を感じてもらうことができる

よう，京都市の文化施設等への入場が無料となる「留学生パスポート」を発行す

る。 

無料施設 元離宮二条城，無鄰菴，京都市美術館，京都市動物園，京都国際

マンガミュージアム など 

◆文化事業等への無料招待   

京都の伝統芸能や文化を体験できる事業に，留学生を招待する。 

無料招待事業 五感で感じる和の文化事業，京都市交響楽団定期演奏会など 

◆日本人学生による留学生交流会   

         世界文化遺産である元離宮二条城を舞台に，日本人学生の運営により，お茶会

をはじめとする日本の伝統文化を体験する留学生交流会を実施する。   

〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3103〕 

〔総務局 国際化推進室 TEL 222-3072〕 
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◇留学生住居整備支援プロジェクト                     ＜新規＞       500 

市内に留学生住居の設置を予定している大学に，京都市が保有する土地を有償で提

供し，建物を大学が単体または合同で建設することなどにより，行政・大学等が提供

する留学生住戸数の増加を目指す。 

旧右京区役所総合庁舎跡地を留学生住居建設のための最初の提供用地とし，２１年

度早期に提供先の大学を選定する。 

〔総合企画局 政策推進室 TEL 222-3103〕 

◇「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

 ＜新規＞ 2,200 

左京区内の留学生からボランティアを募り，留学生ならではの視点で取り上げる観

光スポットや外国人観光客に優しい店，留学生に役立つ生活情報なども含めた観光マ

ップを作成，配布するとともに，区役所のホームページで全世界に発信する。 

      〔左京区役所 まちづくり推進課 TEL 771-4246〕 

 

 

 

 

 

 


