
分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

１　自然環境

☆東大路通の自動車抑制と歩道拡幅の推進（基本計画№１１）

(1) 安心・安全な東大路歩行空間創出事業 ・　横断勾配の改善 ・　八坂通～東山五条（約650m）の横断勾配を改
善

・　部分的な歩道拡幅 ・　祇園バス停（北行）のストレート化が完了

・　バス停移設　など ・　清水道バス停（北行）を移設

(2) 東山交通対策による交通の円滑化 ・　観光シーズンの東山地域への一般観光車両
流入抑制など

・　秋の観光シーズンにおける自家用車の流入
抑制を図るため，東山地区内（東大路五条～清
水坂観光駐車場，東大路通，東福寺）での交通
対策を実施。また，公共交通機関での来訪を促
す情報発信をおこない，安全で快適な歩行空間
を確保。

(3) 東山「観光・交通・環境」協力会議と連携した
取組の推進

・　交通誘導員配置事業 ・　春秋の観光シーズンを中心に交通誘導員を
配置

・　１５周年記念関連事業 ・　東山３Ｋ１５周年記念誌「ようこそやさしい東山
へ」の発行
・　１５周年記念式典の開催
・　１５周年特別番組「東山３Ｋのあゆみ」の制作・
放映

・　市バスマップの発行　など ・　市バスから下車した観光客が方向・方角を間
違えることなく目的地に到着できるバス停を起点
とした東山バスマップ（日英二箇国語）を制作・発
行

☆「手しごと」産業の新たなビジネス展開の支援（基本計画№２２）

(1) 京焼・清水焼 目利きづくりプロジェクトの推進 ・　事前にリサーチした内容をもとに，窯元や陶器
販売をされている皆様を訪問し，基本的な陶磁
器の魅力や技法の特徴，見分け方等を取材し学
生の考えでレポートを作成する。

・　京焼・清水焼は多彩な技術，素材，価格帯が
あり，消費者からみて解りにくい陶磁器の産地で
あるため，消費者の目線に立ち，店頭で商品を
見たときにその技術や素材，柄などの文化的背
景が解るようになるための情報収集を行い発
信。

・　学生がいわゆる素人からの目線で，リサーチ
した内容を地元や区民の皆様に伝える。

・　イオンモールイベントにて，サコッシュ制作，ろ
くろ体験（10月19・20日）の開催。
・　五条坂京焼登り窯（旧藤平陶芸登り窯）にて，
「登り窯ツアー，京焼・清水焼カフェ，京焼・清水
焼を学べる展示」（11月9・10日）の開催。
・　活動のまとめの冊子，ぽってりぃ帳を制作。

基本方針・
重点方針

令和元年度　　東山区運営の総括表

令和元年度取組

事業・施策　（取組名）

※　取組項目の「☆」は，基本計画に掲げる重点取組項目

２　産業・観光

都市計画局
・

地域力
推進室

地域力
推進室

＜様式２－２＞区共通様式
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

基本方針・
重点方針

令和元年度取組

事業・施策　（取組名）

だれもが観光を楽しめるユニバーサルツーリズムの推進（基本計画№２８）

（2） 外国人おもてなしプロジェクトの推進 ・　外国人の文化等を理解するため，区民の皆様
や商店を対象にしたワークショップ等の開催

・　「東山おもてなし学校」の開催（2回，うち1回新
型コロナ感染症の影響に伴い中止）

・　外国の文化を学ぶ冊子の作成 ・　「外国人おもてなしヒント集」の発行

東山における経済活動の活性化

（3） 東山・高校・大学連携プロジェクトの推進 ・　外国語による観光道案内　など ・　東山三ヶ寺巡り，今熊野商店街と連携した取
組を実施
・　外国語道案内，観光案内の実施に向けた学
習会を実施
・　日吉ケ丘高等学校による観光道案内を実施
・　手作り御朱印帳講座の開催（10月，41名参
加）

地域力
推進室

世代間交流を取り入れて地域の子どもたちを育む取組の推進（基本計画№３２）

(1) 「子育て・教育のまち東山」の推進 ・　教育フォーラムの開催　など ・　「第6回東山区教育フォーラム」として，「学校
の寄贈芸術作品を通して学ぶ東山の人づくり」を
テーマに京都市学校歴史博物館学芸員の森光
彦氏による講演を実施（11月，52名参加）

地域力
推進室

☆地域に根差した子育てネットワークの拡充と子ども･子育て情報の充実（基本計画№３４）

（2） 少子長寿化に対応した子育ての環境づくりの
推進

・　赤ちゃんすくすくねっと東山（すくすく子育て応
援事業）の実施

・　乳幼児を養育する子育て家庭に主任児童委
員が家庭訪問を実施（29件) 子どもはぐく

み室

☆子育てに喜びを感じ，親も共に育ち学べる取組の推進（基本計画№３６）

（3） 妊婦や乳幼児を持つ家庭への早期からの子
育て支援の実施

・　「こんにちはプレママ事業」「こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業」

・　こんにちはプレママ事業（初妊婦等家庭訪問）
実施（61件）
・　こんにちは赤ちゃん事業（新生児等訪問指導
事業）実施（150件）

・　「ふわりん横丁」「プレママパパ教室」等，子育
て支援や子育て中の親の孤立化を防止するため
の事業

・　プレママパパ教室開催（44組68名参加）
・　子育て交流会「ほっとタイム」開催（96組193名
参加）
・　子育て交流会「ふわりん横丁」開催（118組
252名参加）

・　受動喫煙防止等の健康に関する情報提供 ・　受動喫煙防止等の普及啓発（18組36名参加）

（4） 思春期を対象とした健康教育の実施 ・　区内の中学校，高校と連携した性感染症予防
や性に関する健康教育等の普及啓発

・　思春期健康教育実施（3校 210名参加）

３　保健・福祉・教育

地域力
推進室

子どもはぐく
み室
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

基本方針・
重点方針

令和元年度取組

事業・施策　（取組名）

☆福祉ボランティアの育成と地域で支え合える体制づくりの推進（基本計画№４１）

（5） 高齢者に関するプロジェクトの推進 ・　学生が空き家をDIYして設置した高齢者の居
場所を活用した，交流や空き家対策などの実施

・　学生が空き家をＤＩＹし，高齢者の方の居場所
として活用・運営。
・　居場所において多様なイベントを実施し，地域
の多世代交流の場所となる取組実施。

・　地域支え合い活動創出事業の推進支援 ・　連絡会議（1回）
・　実務者会議（6回）

・　地域あんしん支援員設置事業の推進支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・　支援会議（2回）　・選定会議（2回）
・　定期報告会（12回）

(7) 地域包括ケアの推進 ・　	地域包括支援センター運営協議会による業務
運営の取組支援

・運営協議会（2回）

・　地域におけるネットワーク形成の支援 ・地域ケア会議への参加及び情報共有
・下京区・南区・東山区在宅医療・介護連携セン
ターへの参加（運営会議3回）

地域の保健･医療機関の連携強化（基本計画№４２）

(8) 子どもの口腔保健の向上と家族ぐるみの健康
づくりの取組

・　地域の保育園（所）・歯科医師会等の関係機
関と連携した，乳幼児期の歯科保健活動

・　保育所保育園の歯科健診結果に基づき，関
係機関（東山歯科医師会，保育所保育園など）と
連携を図りながら就学前の子どもの口腔保健の
向上のための取り組みを継続

・　乳幼児歯科相談や成人・妊婦歯科相談 ・「成人・妊婦歯科相談」を年12回実施（54名受
診）
・健康教室等で歯科疾患予防のための受診勧奨
・　「乳幼児歯科相談」を年6回実施（17名受診）
・乳幼児健診での口腔環境等のハイリスク者に
受診勧奨

健康づくり活動への支援（基本計画№４３）

(9) 「健康長寿のまち・東山」の実現に向けた取組
の推進

・　健康ウォーキングの開催 ・　東山医師会との共催よる健康ウォーキングを
開催（10月6日，76名参加）

・　保健協議会連合会などの地域の関係機関等
に対する健康教室の開催

・　保健協議会連合会，民生児童委員会や地域
住民を対象に健康教育を実施（36回，1110名参
加）
・　区民ふれあいひろばで健康ブースを設け健康
教育を実施し，健康測定と結果を説明（125名参

・　「食育指導員」の継続的な活動のコーディネー
トや支援

・　保健福祉センターの食育セミナー(8回）での活
動のコーディネートと支援

・　「健康長寿レシピ（vol.4）」の作成 ・　食育指導員が「健康長寿レシピ」作成を支援

健康長寿推
進課

健康長寿
推進課

・
子ども

はぐくみ室

地域力
推進室

・
健康長寿
推進課
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

基本方針・
重点方針

令和元年度取組

事業・施策　（取組名）

・　「健康づくりサポーター」の活動支援 ・　健康づくりサポーター養成講座の実施（11月・
12月）
・　活動の場の調整・提供（12回）
・　活動のための技術的支援（13回）

・　「東山体操」の普及啓発 ・地域包括支援センター圏域ごとに東山体操
DVD体験会を開催（3回）
・東山体操パンフレット脳トレ編を発行

(10) 精神障害やこころの健康づくりに関する普及
啓発

・　東山区こころのふれあいネットワークの活動に
関する情報提供

・七夕会7月4日149名参加
・東山こころのふれあい卓球交流会10月3日38名
参加
・こころの病の人を支える入門講座（10月17日48
名，10月24日～11月15日10名，11月21日18名，
合計76名参加）
・クリスマス会12月13日106名

・　東山こころのふれあい作品展 ・　こころのふれあい作品展，福祉施設合同展（9
月10日～13日，479名参加）

地域の自主防災活動の推進（基本計画№４９）

（1） 「つながる防災コミュニティの実現」事業の推
進

・　東山区総合防災訓練での学生との連携 ・　東山区総合防災訓練での学生との連携（11
月）

・　区民防災研修会 ・　区民を対象に地域防災セミナーを企画（3月，
新型コロナ感染症の影響に伴い中止）

・　地域が参加する避難行動や避難所運営に関
する訓練等の実施　など

・　東山区総合防災訓練を実施（11月）
・　学区総合防災訓練を実施（4学区）
・　地域のフェスティバルでの啓発活動（1学区）
・　炊き出し講習会を実施（1学区）
・　「防災まちづくり」活動の実施（2学区）
・　地域の団体が企画した研修会（1件）

東山区制９０周年

（1） 東山区制９０周年記念事業 ・　記念式典の開催
・　記念誌の作成
・　区マスコットキャラクターの制定
・　各種９０周年事業及び協賛事業の実施

・記念式典の開催（12月，約170名参加）
・区誕生以降の歴史を掲載した記念誌の発行
（12月）
・区マスコットキャラクター「ひがしちゃん」の誕生
・各種９０周年事業及び協賛事業の実施

地域力
推進室

地域力
推進室

健康長寿
推進課

・
障害保健
福祉課

５　コミュニティ・自治

４　景観・都市基盤
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

基本方針・
重点方針

令和元年度取組

事業・施策　（取組名）

☆世代間交流ネットワークづくりの推進（基本計画№５６）

（2） 東山区民ふれあい事業の充実 ・　東山区民ふれあいひろば
・　ふれあいこども伝統文化体験　　など

・　ふれあいこども伝統文化体験（8月，67名参
加）
・　ふれあい文化財鑑賞会「京焼・清水焼の歴史
を通して学ぶ「伝統と革新のまち東山」（12月，20
名申込）
・　ふれあいひろば（11月，11,000名参加）
・　ふれあい作品展（1月，686名参加）

地域力
推進室

地域と大学などとの連携を促進する仕組みづくり（基本計画№６２）

（3） 大学・地域連携事業の推進 ・　区内大学との地域連携・協力協定に基づく取
組の推進

・　京都女子大学と連携し，選挙啓発活動への協
力，東山区総合防災訓練への学生参加のほか，
区役所職員による大学での出張講義を実施

・　ふれあい事業への学生スタッフの参加・運営
協力

・　京都美術工芸大学の学生が「こども伝統文化
体験」の運営に参加
・　立命館大学，京都美術工芸大学の学生が「ふ
れあいひろば」への運営に参加

・　インターンシップ実習生の就業体験や京都市
「東山の未来」区民会議委員就任による社会経
験や地域貢献の促進

・　京都女子大学より3名のインターン実習生を受
け入れ
・　立命館大学，京都美術工芸大学の学生が「ふ
れあいひろば」への運営に参加
・　京都市「東山の未来」区民会議で京都女子大
学・京都華頂大学・京都美術工芸大学から大学
生委員が就任

関係機関相互の連携を強化し，地域の特色に合わせた施策の推進（基本計画№６６）

（4） 「安心安全のまち東山」の推進 ・　区民の皆様や関係機関との連携・協力による
啓発活動や地域見守り活動，防犯カメラやセン
サーライト設置促進助成等の環境整備の推進
など

・　毎月16日（東山区安心安全の日）などに，区
民の皆様や関係機関との連携・協力による啓発
活動や地域見守り活動を実施
・　防犯カメラ設置促進補助（21台）
・　センサーライト設置促進事業（8台）
・　防犯のための園芸教室開催（3月，36名参加）

地域力
推進室

区民の交流機会の拡大（基本計画№６９）

（5） 「まちづくりカフェ＠東山」の運営 ・　テーマ設定型の交流・情報交換 ・　交流会を開催（4回，延べ124名参加）

・　ポスターセッションによる活動PR ・　ポスターセッションによる活動ＰＲを企画（3月，
新型コロナ感染症の影響に伴い中止）

・　区内の大学生等による交流会の企画・運営へ
の参画

・　大学生が交流会の企画・運営に参画

・　活動資金の助成（東山区まちづくり支援事業） ・　3事業に東山区まちづくり支援事業から助成

地域力
推進室

地域力
推進室
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分野 取組項目 取組予定事業　（目標） 実　　績 備　考 所属等

基本方針・
重点方針

令和元年度取組

事業・施策　（取組名）

東山区まちづくり支援事業の実施

（1）  東山区まちづくり支援事業（課題解決型事業
等）

・　東山区まちづくり支援事業（課題解決型事業・
地域の魅力向上活性化事業・小規模事業）の推
進

・　申請件数17件。助成件数16件（課題解決Ⅰ型
事業3事業，課題解決Ⅱ型事業13事業） 地域力

推進室

東山がもつ魅力のさらなる掘り起し・発信

（2） 東山の歴史を学ぶ！連続講座 ・　鉄道を通して東山のまちづくりを学ぶ講座の
実施

・　鉄道が区内の地上を走っていた当時の風景
や鉄道の歴史を通して東山のまちの変遷を辿る
講座を開催（6月，150名参加）

・　学校の寄贈芸術作品を通して東山の人づくり
を学ぶ講座の実施

・　区内の小学校に寄贈された多くの芸術作品を
通して，地域と学校が共に育ててきた人づくりの
系譜を学ぶ講座を開催（11月，52名参加）

・　東山の先人の足跡を辿るまち歩きの実施 ・　区内に残る史跡や先人の足跡を地元の方の
案内とともに，その魅力を再発見するまち歩きを
実施（12月，20名申込）

（3） 魅力発見！わたしの東山 ・　東山の魅力紹介動画の制作・配信 ・　日吉ケ丘高等学校のＥＳＳ部の学生と東山の
魅力を紹介する動画を制作

・　東山フォトコンテスト事業など ・　東山の祭りや地域行事等をテーマに「第7回東
山フォトコンテスト」を実施（応募作品163件）

６　複数分野を融合した取組

※　東山区次期基本計画の策定に向けては，京都市「東山の未来」区民会議における議論のほか，各学区自治組織や各種団体などから意見聴取を実施

地域力
推進室
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