
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１４０周年記念事業
～文化と絆で未来につなぐ
～

・上京区１４０周年記念事業の開催
・地域や区内のまちづくり活動団体等との連携
の場の創出

・平成31年1月から令和元年12月まで，上京区140
周年記念事業実行委員会及び上京区文化振興会等
による主催事業（12事業）をはじめ，各団体によ
る冠事業等の実施。

地域力推進室

2
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26件）
・コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からＷ
ＥＢにて団体ごとの活動実績を公開。

地域力推進室

3 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！ＭＯＷ（上京区まちづくり円卓会議拡
大会議）の開催
・まちづくりのための場の運営支援

・上京区基本計画推進会議の開催（2回※）
　※うち1回は書面会議
・上京区まちづくり円卓会議の開催（3回）
　※うち1回は書面会議
・上京区まちづくり円卓会議拡大会議の開催
　（1回，参加者54名）

地域力推進室

4
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推進

・カミング取材（記事数20件）
・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

5
鴨川の「天然鮎」と出会う
上京区友釣り大会

・友釣り大会の開催
・大会後の清掃などの環境保護活動
・鴨川で活動する各種団体との連携

友釣り大会の開催（1回，参加者21名）
鴨川の環境保全に取り組む団体の活動を紹介する
パネルを展示（2回）

地域力推進室

6 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（5回）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
グラウンドゴルフ大会，ボウリング大会，体育振
興会連合会・スポーツ推進指導員会合同懇親会は
中止（いずれも3月）
・本市開催の各種スポーツ大会への参加（6回）

地域力推進室

7
みんなが主役のまちづくり
学区活動支援事業

・地域の絆を活かすまちづくり
・多様なひとびとが交流するコミュニティづく
りの推進
・関係機関や大学生等と連携した自治会，町内
会等の活性化

・上京区社会福祉協議会と協働し，区内全学区
（17学区）で地域課題解決の取組を促すワーク
ショップを開催
※上京MOW番外編～みんな仲間！上京文化芸術祭
をつくろう～は，新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止

地域力推進室

住民が守る安心・安全
のまち

8
地域の防災・減災力ＵＰプ

ロジェクト

・出前講座の各学区及び各団体会議等を活用し
た実施

・多発する災害等を踏まえ，地域団体や小中学校
等からの依頼を受け，防災出前講座等※を実施
※出前講座（6回），防災授業（2回）

地域力推進室

9
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

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

・総会開催（1回）
・毎月25日を「上京の安心安全点検日」と定め，
啓発活動等を実施（12回）
・防犯カメラ選定審査会（10台選定）の開催
・ＦＭラジオ局（ラジオミックス京都）と連携し
た広報活動を実施（9回）
・上京の「思いやり」で広げる区民まち美化総行
動の実施
・上京区民（共同住宅対象）アンケート調査の実
施
・上京安心安全絆工房の開催

地域力推進室

10
学区の安心安全ネット継続
応援事業

・学区の自発的，自主的な活動への助成 ・反射ベスト購入費用等への助成（6件） 地域力推進室

11
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
・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（2回）
・周辺地域との懇談会の開催（1回）
・上京区民交通安全フェスティバルの実施（1
回，参加者約400名）

地域力推進室

12
「みんなごとで進めよう」
空き家プロジェクト・セカ
ンドステージ地域拡大版

・空き家対策専門家チームによる各分野が連携
した相談会等の空き家対策活動
・学区と専門家チームが連携し，空き家の把握
や必要な対策を共有する体制作り
・災害時に発生した危険空き家を地域と行政が
情報共有する仕組み作り
・空き家及び町家についての都市計画局との連
携体制の構築
・地域連携型空き家対策促進事業の推進

・相続相談会の開催（2回）
・専門家によるワンストップの個別相談会の開催
（4回）

地域力推進室

13 地域ぐるみde民泊対策

・地域と区役所，警察，消防署等関係機関との
連携したパトロールの実施
・民泊の実態把握と，地域と事業者との協定の
締結等による良好な関係づくりの促進

・民泊パトロールの実施（6学区）
・地域住民向け勉強会の開催（1回）

地域力推進室

14
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性向上のための防
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

15
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（中立売御門付近約140ｍ）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

16
みんな仲間！上京文化芸術
祭

・多様な人の参画及び相互理解の場の創出

・上京区140周年を機に，SDGs（持続可能な開発
目標）で掲げる「誰一人取り残さない」の理念の
もと，多様な人々が日頃の文化芸術活動等を発表
し合う場として開催（1回，参加者約440人）

地域力推進室
保健福祉ｾﾝﾀｰ

17
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）
・個々の事業に応じたケース会議（3回）
・関係機関と連携した清掃活動の実施（24回）

地域力推進室

18
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～

・しっとこ講座（座学）の実施
・やっとこ講座（福祉に関する実践的な取組）
の実施

・ふくしをなんでもしっとこ講座の開催
　（1回：昼の部381名，夜の部200名）
・ふくしをなんでもやっとこ講座の開催
　（1回，参加者 26名）

健康長寿推進課

令和元年度　上京区運営の総括表（実績）

基本方針・重点方針
令和元年度 重点取組

取組名



19 京の食文化と健康づくり
・上京区内の食文化に関する匠（老舗）等によ
る講演会を開催
・商店街で普及啓発の取組

・世代を超えて受け継がれてきた食の知恵と工夫
の伝統に触れ日常の食の大切さを見直し，健康づ
くりの大切さを伝える講演会の実施
　（1回，参加者147名）
・桝形商店街において，食生活へのアドバイスと
健康づくりの普及啓発の取組を実施（3日間，
1,132名）

健康長寿推進課
地域力推進室

20 地域と協働した健康づくり

・健康寿命を延ばす「お・も・て・な・し」の
取組を実施
・ロコモ予防教室を体育振興会と協働実施
・健康づくりサポーターと協働して体育振興会
等の事業で体操や健康情報を周知

・ロコモ予防教室の開催
　（2回，参加者125名）

健康長寿推進課
地域力推進室

21 こころの健康づくりの推進
・「上京こころのふれあいネットワーク」活動
の充実

・「上京こころのふれあいネットワーク」：勉強
会（2回，参加者79名）

障害保健福祉課

22 上京の子どもまつり ・上京の子どもまつりの開催
・「上京の子どもまつり」の開催
　（1回，参加者 約7,000名）

子どもはぐくみ室

23
上京えんじぇる“ぎゅうっ
と”ひろば

・子育て支援事業の開催
・区内子育て支援機関との連携による取組の継
続

・子育て支援講座の開催（ 8回，参加者433名）
・「つどいっこ」の開催（11回，参加者232名）

子どもはぐくみ室
障害保健福祉課
地域力推進室

24
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

・応援ブック，おうえんマップのｗｅｂ発信
・すくすくステッカー協力者・協賛店舗との連
携

・主任児童委員によるお祝い訪問（152件）
・支援者に対する研修会の開催
　（3回，参加者86名）
・すくすくステッカー事業協賛店舗，協力者
  （114件）

子どもはぐくみ室

25
妊娠期からの切れ目のない
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（429名）
・初妊婦等への家庭訪問（155名）
・こんにちは赤ちゃん訪問（426名）
・プレママ・パパ教室参加者（82名）

子どもはぐくみ室

文化と伝統を生かした
賑わいのまち

26
上京型観光の創出～アプリ
を活用した魅力発信

・上京区の観光情報アプリを作成，配信
・アプリを用いたまち歩きツアー
・アプリ利用促進キャンペーン企画の実施

・音声解説及び英語解説機能の付与 地域力推進室

27
コミュニティラジオを活用
した情報発信

・ラジオを活用した情報発信
・上京区140周年記念事業実行委員による記念事
業の紹介
・上京の食文化及び地域防災に関する情報発信

地域力推進室
健康長寿推進課

28 上京区文化振興事業

・上京薪能の実施
・上京茶会の実施
・「みんなで花を咲かそう」活動
・上京文化絵巻の実施

・上京薪能の開催（1回，参加者 350名）
・上京茶会の開催（2回，参加者 963名）
・「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動の
実施（一斉植替え2回，参加者 32名）
※「上京文化絵巻」は，新型コロナウイルス感染
症の拡大防止の観点から中止

地域力推進室

29 上京区民ふれあい事業

・上京区民ふれあいまつりの実施
・上京区民ふれあい文化だより「上京―史蹟と
文化」の発行
・上京区民ふれあい史蹟ウォーキングの実施
（京都市考古資料館と共催）
・かみぎゅうくん活用事業の実施

・上京区民ふれあいまつりの開催
　（1回，参加者 約8,000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 179名）
・上京区民ふれあい文化だよりの発行
　（57・58号）
・「上京区マスコットキャラクター かみぎゅう
くん」の活用

地域力推進室

30
西陣を中心とした地域の活
性化

・民間からの提案による活性化プロジェクトの
立ち上げ
・多様な推進主体が集い交流する機会の創出

・民間提案による活性化プロジェクトの実施
※西陣connect（西陣織等の伝統技術を活かした
コラボ作品の制作等）
※路地から始める西陣暮らし（「西陣「路地の家
具」デザインコンペの開催（応募75点），「西陣
路地まち工作室　KRAFTERIA」の開設等）
・「つぎの西陣をつくる交流会～つぎにし～」の
開催（2回，参加者122名）

総合企画局

31
歴史的景観を保全・継承す
る京の道づくり

・周辺景観と調和した舗装等の実施
・御前通（上七軒付近約200ｍ）の石畳風舗装整
備

建設局

暮らしの中で環境に向
き合うまち

32
鴨川の「天然鮎」と出会う
上京区友釣り大会（再掲）

・友釣り大会の開催
・大会後の清掃などの環境保護活動
・鴨川で活動する各種団体との連携

・友釣り大会の開催（1回，参加者21名）
・鴨川の環境保全に取り組む団体の活動を紹介す
るパネルを展示（2回）

地域力推進室

33
エコまちステーションを拠
点とした環境の取組の充実

・必要以上にごみになるものを買わないライフ
スタイルへの変換
・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

・地域学習会「しまつのこころ楽考」の実施
・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

34
「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

・学習会等実施学区数（5学区） 環境政策局

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


