
プロジェクト
の分野 プロジェクト 担当所属 ２８年度実績 ２９年度実績 ３０年度予定

① 北区の木，森，川，田畑
などの自然に関わる仕事
や暮らしを知る！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

・交流人口から定住人口へ繋げるための取組の実施 ・人口減少や高齢化に歯止めをかけるための移住促進
・中川地域における重要文化的景観選定に向けた取組
・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進

・人口減少や高齢化に歯止めをかける移住促進
・中川地域における重要文化的景観選定に向けた取組
・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進

② 身の回りの環境やごみ問
題への関心を持つ！

③ 健康づくりに向けて，北
区の自然に触れる！

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

・北区魅力再発見事業の実施
・北区健康づくりサポーター活動の普及及び活性化

・北区魅力再発見事業の実施
・北区健康づくりサポーターや食育指導員の活動の活性化
・「健康長寿のまち・京都」いきいきポイントの推進

・北区魅力再発見事業の実施
・北区健康づくりサポーターとの連携による北区オリジナル
健康体操「Happy☆キタエちゃん体操Ver.2（仮称）」の普及
・食育指導員と連携した料理教室等の実施　　他

④ 子どもや子育て世代が，
自然に触れる機会をつく
る！

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

・交流人口から定住人口へつなげるための取組の実施
・「親子で学ぶ京の旬野菜クッキング」の開催
・北区健康づくりサポーター活動の普及及び活性化　他

・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進
・人口減少や高齢化に歯止めをかけるための移住促進
・北区健康づくりサポーターや食育指導員の活動の活性化
他

・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進
・人口減少や高齢化に歯止めをかける移住促進
・北区健康づくりサポーターとの連携による北区オリジナル
健康体操「Happy☆キタエちゃん体操Ver.2（仮称）」の普及
他

⑤ 山間地との持続的交流を
進める！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

・交流人口から定住人口へつなげるための取組の実施 ・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進
・人口減少や高齢化に歯止めをかけるための移住促進
・中川地域における重要文化的景観選定に向けた取組

・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進
・人口減少や高齢化に歯止めをかける移住促進
・中川地域における重要文化的景観選定に向けた取組

⑥ 豊かな自然環境の保全・
継承に向けて関わる！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

・北区民まちづくり提案支援事業の充実 ・北区民まちづくり提案支援事業の実施
・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進
・人口減少や高齢化に歯止めをかけるための移住促進　他

・北区民まちづくり提案支援事業の実施
・北部山間かがやき隊員との協働による地域活性化の推進
・人口減少や高齢化に歯止めをかけるための移住促進　他

⑦ 多様なまちの魅力を知
る！

地域力推進室
総務・防災担当

・コミュニティラジオ等の広報媒体を活用した情報発信 ・コミュニティラジオ等の広報媒体を活用した情報発信 ・コミュニティラジオ等の広報媒体を活用した情報発信

⑧ 公共交通や公園などの有
効な使い方を考える！

⑨ 地域の歴史文化に触れ
る！

地域力推進室総務・
防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

・「ＷＡ（わ）のこころ」創生事業の実施
・北区魅力再発見事業の実施
・北区健康づくりサポーター活動の普及及び活性化

・「ＷＡ（わ）のこころ」創生事業の実施
・北区魅力再発見事業の実施
・北区健康づくりサポーターや食育指導員の活動の活性化

・「ＷＡ（わ）のこころ」創生事業の実施
・北区魅力再発見事業の実施
・北区健康づくりサポーターとの連携による北区オリジナル
健康体操「Happy☆キタエちゃん体操Ver.2（仮称）」の普及
他

⑩ 産業や文化を身近に取り
入れる機会をつくる！

地域力推進室
まちづくり推進担当

・「ＷＡ（わ）のこころ」創生事業の実施 ・「ＷＡ（わ）のこころ」創生事業の実施 ・北区「ＷＡ（わ）のこころ」創生事業

⑪ 何度も訪れる仕組みをつ
くる！

地域力推進室
まちづくり推進担当

・北区魅力再発見事業の実施 ・北区魅力再発見事業の実施 ・北区魅力再発見事業の実施

⑫ 空き家を活かして，暮ら
しや文化に関わる！

地域力推進室
まちづくり推進担当

・空き家を活用した地域コミュニティの活性化 ・定期的な「空き家相談会」の継続実施
・空き家予防を目的としたセミナーを新規開催

自然 知る

触れる

関わる

まち 知る

触れる

関わる



プロジェクト
の分野 プロジェクト 担当所属 ２８年度実績 ２９年度実績 ３０年度予定

⑬ 移り住んだ人も，地域活
動を知る！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

保健福祉センター
子どもはぐくみ室

・コミュニティラジオを活用した新しい情報発信
・「send a smile プロジェクト」の実施
・北区総合防災訓練の実施

・「北区こどものまち」の開催
・「みんなでつくる安心安全なまち北区運動プログラム」の
推進
・北区民ふれあいまつりの開催　他

・認知症サポートネットワーク事業の推進
・高齢者１１０番の家（仮称）の創設

・「親子で楽しむコンサート」の開催
・「赤ちゃん誕生お祝い訪問事業」の実施　他

・コミュニティラジオを活用した新しい情報発信
・「send a smile プロジェクト」の実施
・全自主防災会における実践的な避難所訓練の実施

・「北区こどものまち」の開催
・北区民ふれあいまつりの開催
・自治会・町内会への加入促進　他

・思春期等，幅広い世代の健康増進や疾病予防の推進
・「健康長寿のまち・北区」推進会議との連携
・北区高齢すこやかステーションの充実

・「親子で楽しむコンサート」の開催
・「北健康きっずプロジェクト」の推進

・コミュニティラジオを活用した新しい情報発信
・「send a smile プロジェクト」の実施
・全自主防災会における実践的な防災訓練の実施　他

・「北区こどものまち」の開催
・区民ぐるみでの安心安全の取組推進
・北区民ふれあいまつりの開催　他

・北区高齢すこやかステーションの充実
・中学生からの次世代ヘルスケア事業の実施
・「小学生のための京の食文化セミナー」の開催　他

・「つながるフェスタ」の開催
・うちの子☆北っ子☆きぼうの子！の実施

⑭ 大学，学生と地域が，お
互いを知る！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

・コミュニティラジオを活用した新しい情報発信
・北区民ふれあいまつりの開催
・「親子で学ぶ京の旬野菜クッキング」の開催　他

・コミュニティラジオを活用した新しい情報発信
・北区民ふれあいまつりの開催
・「小学生のための京の食文化セミナー」の開催　他

・コミュニティラジオを活用した新しい情報発信
・北区民ふれあいまつりの開催
・「小学生のための京の食文化セミナー」の開催　他

⑮ 大学，学生の力を地域課
題解決につなげる！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の充実
・北区つながるワークショップの実施

・「未来につながる区民会議」の創設

・「健康長寿のまち・北区」推進会議の創設

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の実施
・北区つながるワークショップの実施　他

・「未来につながる区民会議」や「地域代表者会議」等との
連携

・「健康長寿のまち・北区」推進会議との連携

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の実施
・北区つながるワークショップの実施　他

・区民ぐるみでの安心安全の取組推進

・「インターバル速歩」を活用した健康長寿のまち・北区の
推進

⑯ 世代や立場を超えた地域
での関係をつなげる！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

保健福祉センター
子どもはぐくみ室

・地域コミュニティ活動への参加促進
・北区つながるワークショップの実施
・「send a smile プロジェクト」の実施　他

・「北区こどものまち」の開催
・「みんなでつくる安心安全なまち北区運動プログラム」の
推進
・北区民ふれあいまつりの開催　他

・認知症サポートネットワーク事業の推進
・高齢者１１０番の家（仮称）の創設
・「親子で学ぶ京の旬野菜クッキング」の開催　他

・「親子で楽しむコンサート」の開催
・「赤ちゃん誕生お祝い訪問事業」の実施
・「北健康きっずプロジェクト」の推進　他

・自治会・町内会への加入促進
・北区つながるワークショップの実施
・「send a smile プロジェクト」の実施　他

・「北区こどものまち」の開催
・防犯カメラの設置促進
・地域力アップに向けた学区の活動支援　他

・北区高齢すこやかステーションの充実
・思春期等，幅広い世代の健康増進や疾病予防の推進
・「健康長寿のまち・京都」いきいきポイントの推進　他

・「北健康きっずプロジェクト」の推進
・「親子で楽しむコンサート」の開催

・北区つながるワークショップの実施
・「send a smile プロジェクト」の実施
・全自主防災会における実践的な防災訓練の実施　他

・「北区こどものまち」の開催
・区民ぐるみでの安心安全の取組推進
・安心安全ネット継続応援事業の実施　他

・北区高齢すこやかステーションの充実
・中学生からの次世代ヘルスケア事業の実施
・「小学生のための京の食文化セミナー」の開催

・「つながるフェスタ」の開催
・うちの子☆北っ子☆きぼうの子！の実施

⑰ 大学と地域が関わりあ
う！

地域力推進室
総務・防災担当

地域力推進室
まちづくり推進担当

保健福祉センター
健康長寿推進課

保健福祉センター
子どもはぐくみ室

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の充実
・北区総合防災訓練の実施　他

・北区民ふれあいまつりの開催
・「未来につながる区民会議」の創設

・「すくすく赤ちゃん広場」の開催

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の充実
・全自主防災会における実践的な避難所訓練の実施

・北区民ふれあいまつりの開催
・「未来につながる区民会議」や「地域代表者会議」等との
連携

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の充実
・全自主防災会における実践的な防災訓練の実施　他

・北区民ふれあいまつりの開催
・「未来につながる区民会議」や「地域代表者会議」等との
連携

・「インターバル速歩」を活用した健康長寿のまち・北区の
推進

・「つながるフェスタ」の開催

⑱ 学区ビジョンの策定など
を通して地域活動や自治
会に関わる！

地域力推進室総務・
防災担当
地域力推進室まちづ
くり推進担当
保健福祉センター子
どもはぐくみ室

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の充実
・「地域代表者会議」の設置

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の実施
・「未来につながる区民会議」や「地域代表者会議」等との
連携

・学区まちづくりビジョンの策定
・北区民まちづくり提案支援事業の実施
・「自治会・町内会加入勧誘チラシ」及び「自治会・町内会
運営マニュアル」の新規作成　他

・「未来につながる区民会議」や「地域代表者会議」等との
連携
・町内会等の総会に区職員が出向き，町内会運営に係る市・
区の支援内容，自治会・町内会の意義について改めて説明

地コミ 知る

触れる

関わる



プロジェクト
の分野 プロジェクト 北区民まちづくり提案支援事業

① 北区の木，森，川，田畑などの自然に関わる仕事や暮らしを知る！ ・　鷹峯ホタル繁殖プロジェクト＆「井戸端カフェ」の活性化【紙屋川を美しくする会】
・　深泥池に過剰繁茂した水生植物管理とその必要性に関する啓蒙啓発【深泥池を美しくする会】
・　北山里山地域の応援団から定住者へのアプローチ大作戦【一般社団法人　京都北山杉の里総合センター】　他

② 身の回りの環境やごみ問題への関心を持つ！ ・　鷹峯ホタル繁殖プロジェクト＆「井戸端カフェ」の活性化【紙屋川を美しくする会】
・　上賀茂本山森づくりから伝承する森林環境教育プロジェクト【特定非営利活動法人ひとともりデザイン研究所】
・　地域ごみをいかすGuRuRe:（ぐるり）スタジオ【特定非営利活動法人こどもアート】　他

③ 健康づくりに向けて，北区の自然に触れる！ ・　まちづくりは，人づくりから。人づくりは，健康づくりから。【北区健康づくりサポーター「二水楽歩会」】
・　生きいき元気体操プログラム【楽々会】
・　ワクワクドキドキ健康づくり【紫竹まちづくりビジョン実行委員会】

④ 子どもや子育て世代が，自然に触れる機会をつくる！ ・　鷹峯ホタル繁殖プロジェクト＆「井戸端カフェ」の活性化【紙屋川を美しくする会】
・　夏休み将棋合宿ｉｎ中川【日本将棋連盟京都府支部連合会】
・　深泥池に過剰繁茂した水生植物管理とその必要性に関する啓蒙啓発【深泥池を美しくする会】　他

⑤ 山間地との持続的交流を進める！ ・　夏休み将棋合宿ｉｎ中川【日本将棋連盟京都府支部連合会】
・　北山里山地域の応援団から定住者へのアプローチ大作戦【一般社団法人　京都北山杉の里総合センター】
・　中川学区の情報発信プロジェクト「and house」【and house】　他

⑥ 豊かな自然環境の保全・継承に向けて関わる！ ・　夏休み将棋合宿ｉｎ中川【日本将棋連盟京都府支部連合会】
・　上賀茂本山森づくりから伝承する森林環境教育プロジェクト【特定非営利活動法人ひとともりデザイン研究所】
・　「自然の恵み」を生かす住民交流を自治振興会とともにすすめ地域ににぎわいを【雲ヶ畑・足谷 人と自然の会】　他

⑦ 多様なまちの魅力を知る！ ・　季刊フリーペーパー「北区じかん」発行事業【キタクワッペン】
・　世代をつなぐ北区まちづくりラジオプロジェクト【立命館大学産業社会学部　坂田ゼミ】
・　佛教大学有志による地域に根付いたラジオ番組の展開【teamぶつ☆ラジ！】　他

⑧ 公共交通や公園などの有効な使い方を考える！ ・　市バス「特３７系統」の乗客数増大(ＭＭ推進）【柊野自治連合会】

⑨ 地域の歴史文化に触れる！ ・　夏休み将棋合宿ｉｎ中川【日本将棋連盟京都府支部連合会】
・　季刊フリーペーパー「北区じかん」発行事業【キタクワッペン】
・　西陣Ｒ倶楽部【西陣Ｒ倶楽部】　他

⑩ 産業や文化を身近に取り入れる機会をつくる！ ・　夏休み将棋合宿ｉｎ中川【日本将棋連盟京都府支部連合会】
・　季刊フリーペーパー「北区じかん」発行事業【キタクワッペン】
・　西陣Ｒ倶楽部【西陣Ｒ倶楽部】　他

⑪ 何度も訪れる仕組みをつくる！ ・　夏休み将棋合宿ｉｎ中川【日本将棋連盟京都府支部連合会】
・　モザイクアートでつながる新町商店街【マルモザイコ】

⑫ 空き家を活かして，暮らしや文化に関わる！ ・　食をテーマとした学びと憩いの場づくり、ぐーたん【ぐーたん】
・　ＨＩＲＯＢＡ【ＳＴＵＤＩＯ　ＭＯＮＡＫＡ】
・　シチクガモリの夏祭り【シチクガモリ】　他

⑬ 移り住んだ人も，地域活動を知る！ ・　やおいちゃんキッチン【御薗橋８０１商店街振興組合】
・　「紫竹まちづくりビジョン」回覧板による広報【紫竹自治委員会町内ブロック長代表】
・　シンマチラボ【シンマチラボ】　他

⑭ 大学，学生と地域が，お互いを知る！ ・　北区「おやじの会」連絡会　～地域つながるコミュニティ～【北区「おやじの会」連絡会】
・　2016年度紫明祭プレイベント「ランタンナイト」【大谷大学学生会2016年度学園祭実行委員会】
・　立命館大学体育会　地域ボランティア活動【Athlete Volunteer Association】

⑮ 大学，学生の力を地域課題解決につなげる！ ・　中川学区の記憶と福祉ニーズ発掘・保存・発信プロジェクト【中川社会福祉協議会】
・　立命館大学体育会　地域ボランティア活動【Athlete Volunteer Association】
・　「おやじ」と「学生」の共創による地域子育て活動の活性化【「おやじ」と「学生」の地域子育て活動共創チーム】

⑯ 世代や立場を超えた地域での関係をつなげる！ ・　やおいちゃんキッチン【御薗橋８０１商店街振興組合】
・　「紫竹まちづくりビジョン」回覧板による広報【紫竹自治委員会町内ブロック長代表】
・　シンマチラボ【シンマチラボ】　他

⑰ 大学と地域が関わりあう！ ・　北区「おやじの会」連絡会　～地域つながるコミュニティ～【北区「おやじの会」連絡会】
・　立命館大学体育会　地域ボランティア活動【Athlete Volunteer Association】
・　「おやじ」と「学生」の共創による地域子育て活動の活性化【「おやじ」と「学生」の地域子育て活動共創チーム】　他

⑱ 学区ビジョンの策定などを通して地域活動や自治会に関わる！ ・　学区まちづくりビジョン作成【各学区自治連合会等】

自然 知る

触れる

関わる

まち 知る
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関わる

地コミ 知る

触れる

関わる


