
目標 実績 備考 所属等

多様な住民が地域活
動を担うまち

1
上京区民まちづくり活動支
援事業

・区民の自発的，主体的なまちづくり活動への
助成
・活動報告ポスター展示等の実施

・24件の提案事業を支援対象として決定（申請
件数25件）
・活動報告ポスター展（１回）
・活動報告ポスターセッションの実施（１回，
51名）
・パワーアップ講座の開催（２回，30名）

地域力推進室

2 上京区基本計画の推進
・上京区基本計画推進会議の開催
・上京区まちづくり円卓会議の開催
・上京区まちづくり円卓会議拡大会議の開催

・上京区基本計画推進会議の開催（２回）
・上京区まちづくり円卓会議の開催（３回）
・上京区まちづくり円卓会議拡大会議の開催
（２回，参加者延べ237名）

地域力推進室

3
上京ふれあいネット「カミ
ング」運営事業

・上京ふれあいネット「カミング」による情報
発信
・「カミング」でつながるまちづくりの実施

・カミング取材（記事数27件）
・パワーアップ講座の開催（２回，30名）（再
掲）
・上京ふれあいネット「カミング」のフリー
ペーパーの発行（１回）

地域力推進室

4 上京区体育振興事業
・上京区体育振興事業の実施
・本市で開催される各種スポーツ大会等への積
極的な参加

・各種スポーツ大会等の開催（９回）
・本市で開催される各種スポーツ大会への参加
（６回）

地域力推進室

住民が守る安心・安全
のまち

5 避難所運営力アップ事業
・避難所運営訓練の用具の整備
・避難所での実体験に関する連続講座及び避難
所運営ゲーム体験会の実施

・避難所運営訓練の用具（長期保存水，マスク
各種，発電機等）の整備
・防災出前講座（９回）
・防災出前授業（１回）

地域力推進室

6
世界一安心安全・おもてな
しのまち京都　市民ぐるみ
推進運動

・上京区推進協議会会議の開催
・上京区版運動プログラムの推進
・防犯カメラの設置促進

・上京区推進協議会総会の開催（１回，参加者
50名）
・上京安心安全絆工房の開催（１回，参加者90
名）
・上京区推進協議会絆で織りなす安心安全事業
補助金（３件）
・上京の｢思いやり｣で広げる区民まち美化総行
動の実施（１回，参加者709名）
・防犯カメラ設置促進（16台）
・年の瀬啓発パレード（１回，参加者300名）

地域力推進室

7
上京区くらしの安心安全学
区活動支援事業

・安心して暮らせるまちづくりのための学区の
自発的，自主的な活動への助成

・学区の自発的，自主的な活動への助成（４学
区）

地域力推進室

8
安心・安全上京区地域力連
携活動

・官学民連携によるまちの安心・安全の確保
・大学による安全対策の推進等
・高齢者等の特殊詐欺被害防止対策及び交通安
全指導の充実
・上京交通安全フェスティバルの実施

・上京区役所，上京警察署及び上京消防署の行
政連絡会議（１回）
・周辺地域との懇談会の開催（１回）
・上京交通安全フェスティバル（１回，参加者
650名）

地域力推進室
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（住民が守る安心・安
全のまち）続き

9
自転車マナー向上～安心安
全おもいやりプロジェクト
～

・「自転車交通マナー」の向上
・「自転車盗」防犯対策の推進等

・きょうと学生自転車安全利用講習（１回，参
加者60名）
・自転車盗対策街頭啓発(２回)

地域力推進室

10
「みんなで空き家対策を考
えよう」事業

・空き家に関する情報の収集，空き家調査
・空き家調査の実施（２学区）(参考：累計15学
区実施済み(都市計画局実施事業を含む。))

地域力推進室

11
“みんなごとで進めよう”
空き家プロジェクト

・空き家の発生・放置要因を検証し，適正な管
理等に関する講座や相談会の実施
・「地域連携型空き家対策促進事業」等と連携
し，地域と協働して空き家の活用や流通を促進

・弁護士，司法書士，建築士，不動産取引士等
による“空き家対策専門家チーム”を結成
・相談会の実施（２回）(※１回につき２日実
施)
・空き家化予防講座の開催（１回）

地域力推進室

12
歴史都市京都における密集
市街地対策の推進

・密集市街地や細街路の安全向上のための防災
まちづくりの取組推進

・防災まちづくりの取組実施学区数：６学区 都市計画局

13
京都御苑周辺道路の歩行空
間改善事業

・烏丸通の京都御苑側歩道への転落防止柵の設
置

・烏丸通（烏丸今出川交差点から乾御門まで）
の転落防止柵の設置完了

建設局

ともに喜び，支え合うま
ち

14
不良な生活環境を解消する
ための支援などの推進

・上京区対策会議の開催
・関係機関と連携した清掃活動の実施

・上京区対策会議の開催（２回）
・個々の事象に応じたケース会議（６回）
・関係機関と連携した清掃活動の実施（６回）

地域力推進室

15
上京えんじぇる“ぎゅうっ
と”ひろば

・乳幼児や親子を対象とした事業を区総合庁舎
で定期的に実施
・親子の居場所等子育て支援情報の集約と発信

・子育て支援事業の開催（10回，参加者622名）
・｢つどいっこ｣の開催（12回，参加者186名）

地域力推進室
子どもはぐくみ室
障害保健福祉課

16 上京の子どもまつり ・上京の子どもまつり2017の開催
・上京の子どもまつりの開催（１回，参加者約
6,000名）

子どもはぐくみ室

17
上京区ふくしをなんでも
しっとこ講座～もっとしっ
とこやっとこ～

・関係機関と協働した支援に係るネットワーク
や相談体制の充実
・「上京区ふくしをなんでもしっとこ講座～
もっとしっとこやっとこ～」の開催

・ふくしをなんでもしっとこ講座の開催（２
回，参加者650名）
・ふくしをなんでもやっとこ講座の開催（１回
（３日間），参加者54名）

健康長寿推進課

18
上京えんじぇる応援団すく
すくステッカーで子育て支
援事業

・主任児童委員によるお祝い訪問の実施
・「すくすくステッカーで子育て支援」事業協
力者・協賛店舗の拡充
・子育て支援講座の開催

・主任児童委員によるお祝い訪問（128件）
・支援者に対する研修会の開催（１回，参加者
29名）
・子育て支援講座の開催（２回，参加者165名）
・すくすくステッカー事業協賛店舗，協力者
（123件）

子どもはぐくみ室

19 妊娠期からの子育て支援
・母子健康手帳交付時の全数面接
・初妊婦等への家庭訪問
・こんにちは赤ちゃん訪問

・母子健康手帳交付時の全ての妊婦・家族への
面接相談（517名）
・初妊婦等への家庭訪問（延べ189名）
・こんにちは赤ちゃん訪問（延べ506名）
・プレママ・パパ教室参加者（106名）

子どもはぐくみ室
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20
からだとこころの健康づく
りの推進

・「歯ッピー　ファミリー　in  かみぎょう」
の実施
・「上京こころのふれあいネットワーク」活動
の充実

・「歯ッピー　ファミリー　in  かみぎょう」
の実施（１回，参加者26名）
・「上京こころのふれあいネットワーク」：勉
強会（２回，参加者67名）

健康長寿推進課
子どもはぐくみ室
障害保健福祉課

21
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の実施
・ロコモ予防体操教室の実施
・健康づくりウォーキングの実施
・高校生を対象としたアルコール健康教室の実
施

・食文化と健康づくり講演会の開催（１回，参
加者132名）
・ロコモ予防体操教室の開催（２回，参加者139
名）
・健康づくりウォーキングの開催（１回，14
名）
・高校生を対象としたアルコール健康教室の実
施（１回，195名）

健康長寿推進課
子どもはぐくみ室

文化と伝統を生かした
賑わいのまち

22 上京の魅力発信事業
・まち歩きツアーの実施
・まち歩きマップ「京・上京探訪」の連続講座
の開催

・まち歩きツアーの開催（１回，参加者80名）
・連続講座の開催（12回，参加者1,256名）

地域力推進室

23
上京区民ふれあい事業・上
京区文化振興事業

・上京区民ふれあい事業の実施
・上京区文化振興事業の実施

・上京区民ふれあいまつりの開催（１回，参加
者3,000名）
・上京区民ふれあい文化大学の開催（１回，参
加者61名）
・上京区民ふれあい史蹟ウォーキングの開催
（１回，参加者152名）
・「上京―史蹟と文化」の発行（２回）
・上京茶会の開催（２回，参加者822名）
・上京薪能の開催（１回，参加者501名）
・上京文化絵巻の開催（１回，参加者123名）
・「みんなで花を咲かそう」活動の推進

地域力推進室

24
文化財であそぼう！上京区
親子文化財教室

・子ども向け文化財講座の実施
・上京区親子文化財教室“土器づくり体験”の
開催（１回，参加者25組）

地域力推進室
文化市民局

暮らしの中で環境に向
き合うまち

25
エコまちステーションを拠
点とした環境の取組の充実

・ごみそのものを発生させないまちづくりの推
進
・雑がみなどの資源物の分別を徹底し，ごみ減
量・リサイクルを推進
・地域住民が主体となった環境活動の支援

・ごみ減量や資源物の分別・リサイクルの普及
啓発
・コミュニティ回収の拡大
・地域ごみ減量推進会議の活動支援

環境政策局

26
「エコ学区」ステップアッ
プ事業

・学区の主体的なエコ活動の充実と活動参加者
の拡大が図られるよう支援

・京エコライフプログラム実施学区数：１学区 環境政策局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）斜体　関連する局重点事業


