
事　業　概　要 要求額 査定額 内容

北部山間地域の子育て
支援
～広げよう！やまの子
育ての輪～
＜左京区役所＞
［肉付補正予算計上］

　保健所や医療機関が間近にない北部山間地域において，乳幼児を対象とした身体測定，

健康相談を行う「やまの子育て一日保健所健康相談会（仮称）」を実施する。また，乳幼

児の保護者のための情報交換会や，地域の高齢者と子ども，保護者による交流会を開催す

る。あわせてホームページ等により北部山間地域における子育ての魅力を広く発信する。

＜成果目標＞

　豊かな自然の恵みや地域に根ざした伝統文化などとのふれあいを大切にする北部山間地

域の特性を生かし，安心して子育てができる環境づくりを進める。

1,000 1,000

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

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＞
［肉付補正予算計上］

　大岩街道周辺地域では，昭和４０年代から違法開発や野外焼却が行われ，とりわけ昭和
５０年代には，野外焼却等による日常的な煙，悪臭，粉塵などの発生により，地域住民に
直接的な被害が及ぼされていたが，これまで，京都市では，府警と協力し違法行為者への
強力な指導，現地監視などを行ってきた結果，大規模な野外焼却については解消し，残る
課題は当該地域の環境改善である。
　現在，京都市では，大岩街道周辺地域のまちづくりに関して，平成１８年３月に「大岩
街道周辺地域の良好な環境づくりの指針」を策定し，①指針の説明によるまちづくりの機
運づくり，②指針に基づく，具体的なまちづくりの条件を示す「まちづくりの方針」策
定，③まちづくりの支援や公共施設整備と，以上の３段階を経て取組みを進めることとし
ている。
　深草支所においては，平成２０年度には，まちづくりに関する具体的な条件を示す「ま
ちづくりの方針」をパブリックコメントの実施を経て策定するとともに，当該地域におけ
るまちづくりの機運づくりに取り組む。併せて，大岩街道周辺地域を含めた稲荷山周辺に
散在する由緒ある名所・旧跡などのポイントを盛り込んだ散策路「深草トレイル（仮
称）」を地域住民等とのパートナーシップにより整備し，深草の魅力の発信と，歩いて楽
しいまちづくりを推進する。
＜成果目標＞
１．「まちづくりの方針」の策定と近隣住民とのパートナーシップにより進める「深草ト
レイル（仮称）」の整備による，大岩街道周辺地域のまちづくりの更なる機運づくりと体
制整備。
２．深草トレイル（仮称）の整備により，地元の魅力の再認識，地域への愛着心の高揚及
び不法投棄の抑制。
３．深草トレイル（仮称）のＰＲにより，多くの人を深草・稲荷地域に呼び込むことによ
る，まちの賑わい創出。

6,500 6,500

■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。- 30 -



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

源氏物語千年紀事業
「源氏物語の夕べｉｎ
勧修寺（仮称）」
＜山科区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　平成20年度は，源氏物語の存在が記録上確認されてから一千年を迎えるという記念すべ

き年である。これまであまり知られていなかった山科と源氏物語のつながりや山科の歴史

について，区民自らが再認識するとともに対外的に伝えていく取組として，紫式部にゆか

りのある門跡寺院「勧修寺」を中心として講演会などの記念事業を行う。

　特に事業の実施に当たっては，平成１８年度に設立された山科区の観光振興組織である

「おこしやす“やましな”協議会」との連携・協力の下行うこととし，同協議会を通じて

観光資源としての山科の魅力を広く発信する。

＜成果目標＞

　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。

2,000 1,200

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

源氏物語千年紀事業
「源融が結ぶ塩竈の縁
（ゆかり）～下京区
130周年を記念して
～」
＜下京区役所＞
［肉付補正予算計上］

　下京区は，源氏物語の主人公である光源氏の実在のモデルと言われている左大臣源融

が，陸奥国塩竈の浦の風景を模して作庭した河原院があった地であることから，源融や河

原院を通じて下京区とゆかりの深い宮城県塩竈市とタイアップをして，講演会や関連イベ

ントを中心とした源氏物語千年紀記念事業を実施する。

＜成果目標＞

　下京区の魅力を区内外へ発信し，併せて下京区１３０周年記念事業のスタートを飾るこ

とで，下京区に住む新しい住民にも自分のまちの魅力を感じてもらい，これらの住民が次

代のコミュニティの担い手となるきっかけにしていく。

1,200 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。- 31 -



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

東山わがまち「地域資
源」マップ（仮称）の
作成
＜東山区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞
　東山区民は，学区単位の様々な団体の取組に見られるように，これまでから自立性の高
い市民文化を育み，住民自治の伝統を大切に守ってきている。
　こうした地域の力を最大限に発揮し，市民にとって「住んでよし」，来訪客にとって
「訪れてよし」のまちづくりを推進していくための取組として，進んだ文物，制度，文化
の精粋，美しい風景，豊かで生き生きとした人々の暮らしといった区民の貴重な財産であ
る「地域資源」を区民自らが発掘するとともに,再認識し,まちをこよなく愛し,大切にす
るよう区民参加のマップを作成する。平成２０年度には，区民主体で地域に持つ様々な魅
力あふれる優れたもの＝「地域資源」の発掘を行い，平成２１年度には，「地域資源マッ
プ」を作成してその情報発信を行う。
＜成果目標＞
　「地域資源」の発信を行うことにより，観光振興，経済の活性化はもとより，区民主体
のまちづくりの更なる推進を図る。

3,500 1,000

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

未来へつなぐ「山科区
民文化財」の選定
＜山科区役所＞
［肉付補正予算計上］

  山科区では，区民や大学の協力による，区内の魅力ポイントを歩くコースを紹介した

マップの発行や，山科の歴史を振り返った記念誌の発行等，数々の事業をすべて区民参加

で企画，実施してきた。

　これらの取組により培われた区民の自主的な活動力と区民ならではの情報力を生かし，

区民が親しみ，誇りとする山科の魅力を歴史，自然，文化，伝統，産業等の分野ごとに

「山科区民文化財」（仮称）として選定し，未来に引き継いでいくこととする。この「山

科区民文化財」は，新旧，有形，無形を問わず，幅広く区民から募集するものとし，ま

た，既存の事物に限らず，新しい魅力や埋もれた魅力の発掘にも取り組む。

　平成20年度は，「山科区民文化財委員会」を設置し，区民文化財候補の募集，決定され

た区民文化財の解説リーフレットの作成を行う。

　平成21年度は，解説リーフレットの発行及び共通の案内板を設置する。

　平成22年度も引き続き共通の案内板を設置するとともに，広く周知することを目的とし

てスタンプラリー（クイズラリー，キーワードラリー）を実施する。

＜成果目標＞

　区民の自主的な活動力を生かして選定した「山科区民文化財」を，山科の魅力として未

来に引き継ぎ，区民や観光者により深く味わってもらい，理解してもらう。

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。- 32 -



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

右京から発信！北部山
間集落の活性化モデル
事業　～柚子の里・水
尾 わくわく活性化事
業～
＜右京区役所＞
［肉付補正予算計上］

 右京区では,まちづくりの重要課題として右京区北部に広がる山間地域,京北･水尾･宕陰

地域の均衡ある発展を掲げており,とりわけ,水尾地域は人口141人（内65歳以上の人口98

人）・世帯数34戸で,超高齢化が進んでいると同時に,14歳以下人口及び30歳～44歳人口が

0人となっている。このように少子高齢化・過疎化により「限界集落」の危機にある地元

住民からは,地域の存続を危ぶむ声が上がっており,併せて「わが村・水尾の活性化」の支

援策を長年熱望されている。右京区役所と水尾地域住民とのパートナーシップの下,柚子

搾り体験等の地域振興トライアル事業や散策型観光ルートの整備事業を京都市北部山間集

落活性化モデル事業として実施し,「限界集落」の危機にある水尾地域の再生・活性化を

図る。

＜成果目標＞

　地域資源を活用したトライアル事業等により水尾地域の再生と活性化を図り，更には水

尾地域の住民と都市住民とが相互の需要を共有することで当該地域への定住者を誘導させ

る。

2,700 2,700

■要求どおり

□積算内容精査

□事業内容精査

京都南部広域観光ネッ
トワーク事業
＜伏見区役所＞
［肉付補正予算計上］

　伏見区の観光振興策「WE LOVE FUSHIMI 観光支援事業」により，区内５つの団体の参画

のもと，京都伏見観光連携協議会が発足した。

　これを機に，観光振興の更なる発信策として，伏見区と周辺都市（宇治市，八幡市，久

御山町，長岡京市，向日市，大山崎町など）との広域連携を働きかけ，伏見区を中心とし

た京都南部地域のネットワークを構築することにより，域内に点在する観光，文化，歴史

の各名所を結ぶ新たな観光ルートの企画，開発，また，名所旧跡を撮影したDVDの作成，

ロケ地の誘致など積極的な事業展開を図る。

＜成果目標＞

　京都南部地域の観光振興に関する広域連携を実現し，伏見区と周辺都市との情報の共有

化，資源の有効活用を図ることにより，域内の活性化を図り，伏見区の更なる観光振興，

まちの活性化へとつなげる。

2,000 2,000

■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。- 33 -



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

自治・自立・協働の地
域活動支援～新たな住
民自治を目指して～
＜中京区役所＞
［肉付補正予算計上］

　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年の比較）という高い数値が示すように，他の

行政区とは異なった特徴として，マンション住民を中心とした新住民が急激に増加してい

る。その一方で，新住民と従来の自治会等の交流が円滑に進んでいないという状況が見ら

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うえで欠かせないことであり，本来の地域力を引き出すには，

新住民が主体的，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。

　そのために区役所として，景観まちづくりセンターとも連携し，自治会等において様々

な地域活動を担う関係者同士が，直接課題について話し合う情報交換の場を提供し，地域

での活動事例集の作成等，地域活動を活性化するための支援に取り組む。

　

＜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」を維持，活性化させ，「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。

600 500

□要求どおり

■積算内容精査

□事業内容精査

南区歩くまちの探訪事
業
＜南区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞

　南区の魅力を再発見する史跡・伝統芸能等について区民から意見を聴取し，その成果を

元にまとめた「ガイドマップ」を作成する。ガイドマップは，既存のウォーキングマップ

で紹介した史跡に，区民との協議を通じて新たな見所や解説を加えて編集・配布し，それ

を基にまち歩きを実施する。また，南区は，４０歳から６４歳に占める肥満者割合が高

く，メタボリックシンドロームのリスクを持った方が非常に多い状況であり，まち歩きの

際には健康づくりの点に留意して実施する。

＜成果目標＞

　区民との協同事業でガイドマップを作成し，地域への愛着を深めるとともにまち歩きの

実施により健康づくりの機会を提供する。

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。- 34 -



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

西京ウォーキングマッ
プ～地域の魅力再発見
～の作成
＜西京区役所＞
［肉付補正予算計上］

＜事業概要＞
　西京区基本計画では，基本テーマとして「あらゆる区民が自ら考え，行動し，それぞれ
の役割を果たす中でまちづくりが進む」未来を育むひとづくりのまちを掲げている。その
実現にを目指し，区民自らが地域の身近な良さや魅力を再発見するとともに，区民や観光
客にも紹介することを目的とし，「歩いて楽しいまち　西京区」の構築に向けたウォーキ
ングマップを作成する。
　作成に当たっては，地域からの情報，アイデア等の提供が不可欠であり，それらを生か
していく必要があるため，区民参加の下で取組を進める。

＜成果目標＞
　区民に地域の魅力を再発見してもらうとともに，区内外に身近で親しみやすい地域の魅
力を発信する。

3,000 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。- 35 -


