
まちづくりの目標

まちづくりの重点課題

響きあう  人・まち・文化  中 京区
～わたしが創る  ふ れあいとにぎわいのまち～

将来像①

コミュニティの活性化と再生
●居住歴や世代の違い，地域への愛着と
関心の度合いの差異などを乗り越え
て，コミュニティの活性化・再生を進
める。

●商業・ビジネスの中心地である中京を
訪れるたくさんの人々も，今後のまち
づくりに積極的に関わることのできる
機会の創出を図る。

課題①　地域交流の促進
●地域コミュニティの活性化
●高齢者・障がいのある人の支援と参加促進
●教育・子育ての支援

課題②　文化とにぎわいの創出
●地域文化の継承と創造
●にぎわいの創出
●緑化とまちの美化

課題③　まちなか交通の快適化
●安全に歩けるまちなかの実現
●公共交通体系の改善
●おもてなしの心を伝える観光情報の提供

将来像②

地域個性の継承と創造
●古くからのまちの姿を守るとともに，
日々の暮らしが形作るまち並みや通り
名，門掃き・打ち水など失われつつあ
る「暮らしの作法」を再認識する取組を
進める。

●区民の思いを大切にしながら、中京の
地域個性の再認識と，新たな価値の創
造に向けて，区民・事業者・NPO等
の協働を進める。
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中京まちづくり会議

プロジェクト
中京マチビトCafé
・情報交換活動交流
・プロジェクトの種の発見
・人材の発掘

戦略1

柔軟で開かれた地域組織づくり

コミュニティの活性化と再生に向けて 地域個性の継承と創造に向けて 通りの復権に向けて

戦略３

今日に引き継がれる
歴史文化の再発見と継承

戦略４

まちごと・通りごとの個性ある文化醸成

戦略５

商い・ものづくり・学問の集積が
生み出すにぎわいづくり

戦略６

人と自転車が共存できる
環境の整備

戦略７

公共交通の利用促進と
交通体系の改善

戦略２

子どもから高齢者まで多様な
人材が活躍できる活動づくり

中京区役所のサポート
・補助金の交付（中京区民まちづくり支援事業）
・会議室・広報等の支援
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将来像③

通りの復権
●車中心のライフスタイルからの転換を
図り，住民も来訪者も安心・安全に往
来できる，区民の日々の暮らしや生業
の空間としての魅力ある「通り」の復権
を目指す。

●全市的な公共交通の利便性向上や自動
車の総量抑制策，自転車を楽しむこと
ができる環境の整備などを通じ，「歩
いて楽しいまち」づくりを進める。

なりわい

中京区基本計画について
　中京区基本計画は，区の将来像やまちづくりの目標を区民の皆さんや事業者，
大学等と行政が共有し，まちづくりを進めていくための指針です。

まちづくり戦略

目指すべき将来像

計画推進の仕組み



　平成23年度は「中京マチビトCafé」の前身となるまちづく
りについて語り合う交流会を２回開催しました。交通，文
化，防災，景観，緑化など，様々なテーマで意見交換が行
われ，いくつかのプロジェクトが芽を出しています。

二条駅周辺地域コミュニティ強化プロジェクト
　二条駅周辺をモデル地域
として，地元学区・大学・
企業・警察・行政等の関係
者が地域の安心安全につい
て課題を共有し，協力して
対策を行うことを通じて地
域コミュニティの強化を図
るプロジェクト

交通問題プロジェクトミーティング
　中京区内の交通問題を解
決するために，地域に関わ
る人々が高倉小学校区をモ
デルに通学路の安全対策を
考え，歩行者の安心安全を
確保する様々な取組を進め
るプロジェクト

京都みつばちガーデン推進プロジェクト
　区民ボランティア，大学，
区役所の協働により，中京
区役所屋上でニホンミツバ
チを飼育し，ミツバチによ
る受粉で実がなる植物の栽
培など，新たな視点でまち
なか緑化を推進するプロ
ジェクト

広報プロジェクト「マチビト来たる。」
　中京区基本計画に関する
取組を親しみやすい形でよ
り多くの人に知ってもらう
ため，学生・区民スタッフ
による広報紙を作成し，中
京のまちづくりについて
人々の興味・関心を高める
プロジェクト

防災寺子屋プロジェクト
　地震の仕組み，防災対策事
例を分かりやすく紹介する出
前講座を行い，防災知識・技
術を持った人を地域に増やす
ことによって，震災による被
害を減らすことを目的とした
プロジェクト

　中京区では，区民の皆さんが企画されたまちづくりを支援するため，優れた事業に対して補助金を交付しています。

１．補助金の交付対象となる事業

２．対象となる団体

３．補助金の交付額

４．募集時期，応募方法等の問合せ

　平成24年度に中京区内で取り組まれるもので，次のいずれかに該当し，取組の継続
と発展が期待できるもの。
（１）地域交流の促進に資する事業
（２）文化とにぎわいの創出に資する事業
（３）まちなか交通の快適化に資する事業
　ただし，対象外となる事業もありますので，詳しくはお問い合わせください。

　原則として中京区民から構成され，過去１年以上継続して自主的に活動している団体

　補助金の交付対象となる経費の２分の１以内の額で，50万円以内とします。
　ただし，事業内容によってはさらに補助金が上乗せされる制度がありますので，詳しく
はお問い合わせください。

中京区役所地域力推進室まちづくり推進担当（電話812-2426）

平成24年度

開催日

場所　中京区役所 ４階 第１会議室

第１回

８月２日
（木）

第２回

11月８日
（木）

第３回

 ２月１日 
（金）

19〜21時

堀
川
通

御池通

地下鉄「二条城前」駅　下車徒歩約1分
市バス「堀川御池」　下車すぐ

中京区役所

二条城前

地下鉄東西線

堀川御池バス停

どなたでもお気軽にどうぞ。

今年度の開催日程・場所

☆Facebookでも「中京マチビトCafe」やってます♪
　詳しくはこちら→http://www.facebook.com/machibitocafe

・子どもがキラキラ輝くまちづくり事業
　「いってみよう町家やってみよう実験」
・三条灯プロジェクト
・きものフォトコンテストと田の字の魅力ワークショップ

・中京　グリーンネットワークＰＪ
・二条駅かいわいワイワイフェスティバル
・Happy Mother's Passport
・「先斗町の町並み」 小冊子制作事業

中京区民まちづくり支援事業のご紹介

中京マチビトCafeとは…？ プロジェクト,進行中

プロジェクトの種,育てます。

今年度の

　　スケジュール
第１次募集  ４月中旬～５月末

第２次募集  ９月中旬～10月末♪

・精力的にまちづくり活動をされている方
・まちづくりに関心はあるけれど ,

　何から始めたらよいのか分からない方
・現在,活動の中で課題を抱えていらっしゃる方

ぜひご参加ください

　自治会や各種団体で活動されている方，NPO等で活動されている

方など，様々なかたちでまちづくりに取り組まれている方がおられ

ます。その方たちが集い，中京のまちづくりについてざっくばらん

に語り合っていただく場，それが「中京マチビトCafé」です。もちろ

ん，まだ活動はされていなくても、「中京のために何かしたい！」とい

うアツい想いがあれば大丈夫。この場に集まった方々とお話しする

なかで，取組みたい活動が明確になったり，そこから新たな活動が

生まれるかもしれません。

中京の今後の自主的なまちづくりについて,ワークショップ形式で話し合う交流会です。

´

平成24年度第1次補助金交付事業
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将来像③

通りの復権
●車中心のライフスタイルからの転換を
図り，住民も来訪者も安心・安全に往
来できる，区民の日々の暮らしや生業
の空間としての魅力ある「通り」の復権
を目指す。

●全市的な公共交通の利便性向上や自動
車の総量抑制策，自転車を楽しむこと
ができる環境の整備などを通じ，「歩
いて楽しいまち」づくりを進める。

なりわい

中京区基本計画について
　中京区基本計画は，区の将来像やまちづくりの目標を区民の皆さんや事業者，
大学等と行政が共有し，まちづくりを進めていくための指針です。

まちづくり戦略

目指すべき将来像

計画推進の仕組み


