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現行の南区基本計画の総括と
次期南区基本計画の策定に向けて

令和元年９月２７日
南区役所

資料５



本日の内容

2

２ 現行の南区基本計画の総括

１ 委員会の進め方

３ 次期基本計画策定に向けて
(1) 策定に当たっての考え方
(2) 次期基本計画に必要となる要素
(3) 南区内のまちづくりの動き
(4) 統計に見る南区の現況
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委員会の進め方
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・現行の南区基本計画の総括
・次期基本計画策定に当たっての考え方
・次期基本計画に盛り込む要素について

第１回（9/27）

・アンケート結果の報告
・事務局からたたき台を提示
・構成案を基に意見交換（→素案）

第２回（12月又は１月頃）

区内のイベントや小・中学校等で
次期計画に関するアンケートを実施

南区基本計画策定委員会

・事務局から素案を提示
・素案を基に意見交換

第３回（３月頃）

「南区民ふれあいカフェ」において
次期計画についての意見を聴取

・審議会（１回程度）

第４回（令和２年度）
素案を基にパブリックコメントを

実施

＜区民意見の聴取＞

区民意見聴取のため，各種団体等に
ご意見を聴取
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① 南区基本計画の体系
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都市理念（都市の理想像）

世界文化自由都市宣言
市会の賛同を得て１９７８ （昭和５３）年１０月１５日宣言

市政の基本方針

京都市基本構想（グランドビジョン）
２００１（平成１３）～２０２５（令和７）年

京都市基本計画

京都市基本計画（第１期）
2001（平成１３）~2010（平成２２）年

はばたけ未来へ！京プラン
（京都市基本計画 第２期）

2011（平成２３）~202０（令和２）年度

各区基本計画

南区基本計画（第１期）
2001（平成１３）~2010（平成２２）年

南区基本計画（第２期）
2011（平成２３）~202０（令和２）年度

相
互
・
補
完

南区基本計画（第３期）
2021（令和３）年度~2025（令和7）年

京都市基本計画（第３期）
2021（令和３）年度~2025（令和7）年

各区の個性を生かした地域づくりの指針全市的な観点で取り組む主要政策を提示

今回議論
いただく計画



① 南区基本計画の体系
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都市理念（都市の理想像）

世界文化自由都市宣言
市会の賛同を得て１９７８ （昭和５３）年１０月１５日宣言

市政の基本方針

京都市基本構想（グランドビジョン）
２００１（平成１３）～２０２５（令和７）年

京都市基本計画

京都市基本計画（第１期）
2001（平成１３）~2010（平成２２）年

はばたけ未来へ！京プラン
（京都市基本計画 第２期）

2011（平成２３）~202０（令和２）年度

各区基本計画

南区基本計画（第１期）
2001（平成１３）~2010（平成２２）年

南区基本計画（第２期）
2011（平成２３）~202０（令和２）年度

相
互
・
補
完

南区基本計画（第３期）
2021（令和３）年度~2025（令和7）年

京都市基本計画（第３期）
2021（令和３）年度~2025（令和7）年

各区の個性を生かした地域づくりの指針全市的な観点で取り組む主要政策を提示

現行



② 南区の未来像

8

南 区 の 未 来 像

１０年後の南区の目指す姿



③ ３つの理念

３つの理念

南区の基本計画を進めていくに当たっての基本となる考え方

公
共
交
通
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④ 基盤となる地域力と６つの柱

地域力（みなみ力）と６つの柱

３つの理念の下に，基盤となる地域力（みなみ力）と６つの柱
を掲げ，それぞれに“取組方針“と“具体的な方向性“を設定

公
共
交
通
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⑤ 計画の推進 ～南区の未来像の実現に向けて～
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◆基盤となる地域力（みなみ力）と６つの柱に
掲げる“取組方針“と“具体的な方向性“に
基づいて，幅広く取組を推進

◆さらにその中で，横断的な連携を図りながら，
重点的に展開する項目を「重点プロジェクト」
と位置付け，取組を推進

地域コミュニティ活性化
プロジェクト

美しい南区創出
プロジェクト

南区活力創造
プロジェクト

＜重点プロジェクト＞



⑥ 南区基本計画に基づく取組実績
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重点プロジェクト１ 地域コミュニティ活性化プロジェクト

－次世代を担う人材の育成や地域での交流の促進，安心安全で健やかに暮らせるまちづくりの推進－

◆南区民ふれあいまつり

◆文化活動の推進

「南区民文化フォーラム」「南区民文化展」等

区民の文化・芸能などの発表の場

◆地域コミュニティの活性化
「地域力（みなみ力）パワーアップ事業 」

「南区民ふれあいカフェ みなみなみなみ」
「南区情報ステーション事業

みなみなみなみオンライン」等

による地域コミュニティの活性化

地域交流の促進

南区民ふれあいまつり

南区民文化芸能フェスティバル

地域力（みなみ力）パワーアップ事業



⑥ 南区基本計画に基づく取組実績
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重点プロジェクト１ 地域コミュニティ活性化プロジェクト

－次世代を担う人材の育成や地域での交流の促進，安心安全で健やかに暮らせるまちづくりの推進－

◆子育て支援の取組

子育て関係機関や地域のボランティア等と協働による，

子育て支援ルーム「すくすくみなみ」の運営や大型商業施設

を支援拠点とした子育て環境の整備など

安心して健やかに暮らせるまちづくりの推進

◆地域で高齢者を見守り支える仕組みづくりの推進

南区認知症サポートネットワーク等による南区の各施設での

認知症あんしん相談窓口を開設，地域の認知症の方や家族の支援など

◆健康寿命の延伸に向けた取組

「南区健康づくりサポーター・みなみ～ず」

「地域の健康教室」等の活動支援

子育て支援ルーム
「すくすくみなみ」

健康づくりサポーター「みなみ～ず」の活動支援

みなサポ



⑥ 南区基本計画に基づく取組実績
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重点プロジェクト１ 地域コミュニティ活性化プロジェクト

－次世代を担う人材の育成や地域での交流の促進，安心安全で健やかに暮らせるまちづくりの推進－

◆精神保健福祉の取組の推進

つどいの開催や出前講座の実施

安心して健やかに暮らせるまちづくりの推進

◆人権市民啓発の取組

映画鑑賞会や講演会の開催

◆災害に強いまちづくりの推進

地域防災力強化「避難所体験型研修」の実施

人権講演会

避難所体験研修

つどいの開催



⑥ 南区基本計画に基づく取組実績
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重点プロジェクト２ 美しい南区創出プロジェクト

－区民参加による美化活動の継続や環境にやさしい暮らしへの転換－

◆美化活動の推進
「南区一斉清掃」の実施

◆地球環境に配慮したエコライフ活動の推進
・ゴミの減量化，分別リサイクル等の推進啓発活動

・みなみちびっこエコひろばの開催

南区一斉清掃

エコ推進啓発活動

みなみちびっこエコひろば



⑥ 南区基本計画に基づく取組実績
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重点プロジェクト３ 南区活力創造プロジェクト

－区民と企業の交流を通じた地域との共生，区内の魅力ある資源を活かした賑わいの創出－

◆区民と企業との交流促進
区民と区内企業の 「交流の場づくり」

◆農業などの地場産業の活性化
地元産野菜の地産地消につながる取組

企業の知活用促進事業

AR「西寺・羅城門」

「京野菜」×「京都肉」マルシェ

◆文化観光の振興
南区内の魅力的な資源を活かした賑わいの創出

みなみくらべる地図



⑦ 現行の南区基本計画の総括
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◆南区が誇る地域力（みなみ力）を基に，
幅広い取組が行われ，現行基本計画に掲げた
未来像は具現化しつつある。

◆一方で，近年では，防災・減災，観光などの分
野で，現行の基本計画策定時にはなかった新たな
検討すべき課題も表面化してきている。

◆地域が主体となって，子どもや若者の育成，
高齢者や障害のある人への支援，美化活動，
ごみ減量，安心安全の取組など，様々な取組の
連携・融合が進み，活性化が図られてきた。



本日の内容
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１ 委員会の進め方

３ 次期基本計画策定に向けて
(1) 策定に当たっての考え方
(2) 次期基本計画に必要となる要素
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策定に当たっての考え方
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都市理念（都市の理想像）

世界文化自由都市宣言
市会の賛同を得て１９７８ （昭和５３）年１０月１５日宣言

市政の基本方針

京都市基本構想（グランドビジョン）
２００１（平成１３）～２０２５（令和７）年

京都市基本計画

京都市基本計画（第１期）
2001（平成１３）~2010（平成２２）年

はばたけ未来へ！京プラン
（京都市基本計画 第２期）

2011（平成２３）~202０（令和２）年度

各区基本計画

南区基本計画（第１期）
2001（平成１３）~2010（平成２２）年

南区基本計画（第２期）
2011（平成２３）~202０（令和２）年度

相
互
・
補
完

南区基本計画（第３期）
2021（令和３）年度~2025（令和7）年

京都市基本計画（第３期）
2021（令和３）年度~2025（令和7）年

各区の個性を生かした地域づくりの指針全市的な観点で取り組む主要政策を提示

今回議論
いただく計画



策定に当たっての考え方
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１ 基本構想の終期に合わせ，計画期間は，
２０２１（令和３）年度～２０２５（令和７）年までの５年間とする。

２ 徹底した市民参加の下，策定した南区基本計画（第２期）を継承し，
現行基本計画策定後に顕在化したテーマ（防災，レジリエンス，文化等）を
踏まえ，区の実情に合わせて内容を進化させる。

３ 市基本計画「はばたけ未来へ！京プラン」とは同列・相互補完の関係

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

基本
構想

南区
基本
計画

次期基本計画の計画期間（～R７年）
第２期計画期間（～R2年度）

委員会で議論

京都市基本構想の計画期間（～R７年）
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① 持続可能な開発目標（SDGｓ）達成への貢献
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「SDGs」は，「誰一人取り残さない」を合言葉に，人権，格差是正，教育，環境，平和など，持続可能な
社会の実現を国際社会全体で目指す17 の普遍的なゴール（目標）と，169 のターゲット（達成基準）であり
，実現に向けて各国政府だけでなく，地方公共団体や企業等の主体的な取組が求められている。



② レジリエンスの重要性の高まり
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レジリエンスとは…

様々な危機（ショック，ストレス）からの
「回復力，復元力，強靭性（しなやかな強さ）
」を意味するとともに，ダメージを受けても
粘り強くしなって元に戻りながら，以前よりも
より良く立ち直る状態を表現する言葉

（「京都市レジリエンス戦略」より抜粋）



③ 「南区総合庁舎整備に係る検討会議」での意見
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築５０年を超え老朽化が進行している南区総合庁舎について，今後の庁舎建て替えの具体的な検討に繋げる
ため，平成３０年度に，「重点プロジェクト推進部会」において計３回の会議を開催し，意見聴取及び検討を
行い，地元からいただいた意見等を「求める庁舎像」として取りまとめた。

＜求める庁舎像＞

①「地域力（みなみ力）」
を更に育む区民の活動が
可能となる庁舎

②「あらゆる人」にやさしい
ユニバーサルデザインを
取り入れた汎用性のある庁舎

③機能的にシンプルで
使いやすい庁舎

「南区らしさ」

★外形的なものにとらわれず，
今後，南区の特徴も踏まえ，
引き続き議論

区民に愛され，親しまれる「区役所」



④ 今後を考えるキーワード（例）
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○エコシステム
地域において、地域，企業、行政などの各主体が、それぞれの役割を果たしつつ、相互補完関係を構築する

とともに、地域外の主体等とも密接な関係を持ちながら、多面的に連携・共創してゆく関係を意味するもの

○CO2ゼロ

○ソーシャルイノベーション
「未来を拓く社会的価値の創造」を表し、新たな考え方や仕組みを用いて経済や社会を変えていくこと

○孤立化・貧困・失業

○モビリティマネジメント
当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に

（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意味するもの

○はぐくみ文化

その他，
スタートアップ支援，Maas,観光の担い手の職としての魅力向上，伝統産業（継承だけ

でなくイノベーションも） など



本日の内容
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２ 現行の南区基本計画の総括

１ 委員会の進め方

３ 次期基本計画策定に向けて
(1) 策定に当たっての考え方
(2) 次期基本計画に必要となる要素
(3) 南区内のまちづくりの動き
(4) 統計に見る南区の現況



① 「京都駅東南部エリア」の活性化推進

京都芸大の移転を契機として，「京都駅東南部エリア活性化方針」（平成２９～令和６年度）を策定し，
「文化芸術都市・京都」の新たなシンボルゾーンを創出するまちづくりの取組を推進

シアターE9

ひかりの広場

27



② JR西大路駅のバリアフリー化
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西大路駅周辺を対象とした地区において，高齢者や障害のある方などの日常生活における移動や施設を利用す
る上での利便性・安全性の向上を図るべく，関係者が互いに連携し，バリアフリー化を推進。
令和２年度までにバリアフリー化を完了し，令和３年度以降ソフト対策などの取組を進める予定。

JR西大路駅



③ 新普通科系高校の創設
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洛陽工の跡地に塔南高を移転・再編し、生徒をはぐくんできた教育風土を引き継いだ上で、新しい普通科系高
校を創設（早ければ令和３年４月開校予定）

洛陽工解体前

解体の様子



④ 八条市営住宅団地再生事業
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京都市八条市営住宅団地は，建設から５０年が経過し老朽化が進み、現在の耐震基準を満たしていなかったこ
とから全面的な建て替えを実施。令和３年度完成予定。

八条市営住宅団地解体前
航空写真



本日の内容
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２ 現行の南区基本計画の総括

１ 委員会の進め方

３ 次期基本計画策定に向けて
(1) 策定に当たっての考え方
(2) 次期基本計画に必要となる要素
(3) 南区内のまちづくりの動き
(4) 統計に見る南区の現況



ご議論いただくに当たって

現行の南区基本計画を継承・進化させた，
南区らしい，新たな計画へのご提言をお願いいたします。

＜南区の未来像＞

＜３つの理念と，地域力を基盤とする６つの柱＞

公
共
交
通
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