
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴歴史史・・文文化化・・学学問問ののままちち左左京京区区  

平平成成 22２２年年度度  

左左京京区区運運営営方方針針  

左左京京区区役役所所  

 

左左京京区区シシンンボボルルママーークク  



 

左京区は，その悠久の歴史や伝統，時代を代表してきた文化の数々，

さらには美しい自然環境などのすばらしい特性を大切に守りながら，

歴史を積み重ねてきました。この左京区の歴史は，区民の皆様の  

かけがえのない歴史であり，その重みをしっかり受け止めながら， 

区民の皆様ととともに，次代の左京のまちづくりを進めていきたい

と考えています。 

今年度は，平成２３年度から開始する新左京区基本計画の策定と，

平成２３年春に開庁する新左京区総合庁舎の建設がいよいよ大詰め

を迎え，左京区が未来へはばたくための重要な年度となります。 

今後とも，この魅力ある左京区を更にすばらしい魅力あふれる 

左京区にするため，区民の皆様と共に力を合わせ，職員一丸と   

なって全力を尽くしてまいりますので，引き続き，皆様の御支援，

御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

              平成２２年５月 左京区長 山内 清 
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・左京区運営方針の位置づけ 
京都市では２１世紀の京都のまちづくりの指針として，平成１１年１２月に

「京都市基本構想」を策定しました。これに基づく地域別計画のひとつとして，

左京区役所では，平成１３年１月に「左京区基本計画」を策定し，平成１３年

～平成２２年の１０年間におけるまちづくりの目標や取り組むべき主要な  

施策・事業を掲げています。京都市における位置づけは，「京都市基本計画」と

相互に補完するものです。 

この左京区基本計画を着実に推進していくため，現在の社会状況や新たな 

課題等も踏まえながら，年度ごとの区行政運営の基本方針と重点施策，重点事

業を掲げたものが「左京区運営方針」です。 
 

・平成２２年度左京区運営方針の概要 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

① 新左京区基本計画策定に向けての取組 
現在の左京区基本計画が計画期間を終了するため，平成２３年度からの新しい

まちづくりの指針となる新左京区基本計画の策定に向けて，区民参加，職員参加で

取り組みます。 

◆左京区の未来をつくる区民会議の開催 

新左京区基本計画の策定に向けて，「次代 

の左京まちづくり会議」と「左京区住民円卓 

会議」からなる「左京区の未来をつくる区民 

会議」を開催します。 

◆パブリック・コメントの実施，シンポジウムの開催 

  新左京区基本計画の素案について広く区民 

の皆様からの御意見を募集するため，パブリ 

ック・コメントの実施，シンポジウムの開催 

に取り組みます。  

 

② 新しい総合庁舎づくり 
新左京区総合庁舎の整備については，区民の皆様が親しみやすく利用しやすい，

身近で温もりのある施設となるよう取組を進めます。 

◆新左京区総合庁舎の整備推進 

平成２１年９月，松ヶ崎修理式町の建設用 

地において建設工事に着手しました。引き続 

き，平成２３年４月の竣工を目指して工事を 

進めます。 

◆周辺道路環境の整備 

新庁舎へのアクセス向上に向けて，新庁舎 

周辺道路の整備工事に着手します。  
新左京区総合庁舎外観（イメージ） 

「未来へはばたく左京」 

 
次代の左京まちづくり会議 

１１  平平成成 2222 年年度度左左京京区区運運営営方方針針ににつついいてて   
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区民の生活を支えるまちづくり 

区民の生活を支えるまちづくりを進めます。特に北部山間地域においては，子育

て支援の取組，情報化推進の取組，道路網整備などを進めます。また，高齢者に

やさしいまちづくりなど，保健や福祉の施策・事業の更なる充実を図るとともに防

災機能の強化に努めます。 

左京区の魅力を高めるまちづくり 

「歴史・文化・学問のまち」左京の魅力を高めるための取組を進めます。平成

２２年度は，区内大学との共同事業として「大学のまち・左京」区民講座を開催す

るなど，区内の大学と地域の連携を進め，進取の気風を生かしたまちづくりを進め

ます。また，静原地域において豊かな自然環境を生かした地域の活性化を進める

など，左京区の魅力を高めるまちづくりを進めます。 

区民と行政の協働によるまちづくり 

 区民と行政の協働の下，地域コミュニティの活性化や一人ひとりが個人として

尊重されるまちづくりを目指し，区民ふれあい事業や人権文化の構築に向けた取組

等を進めます。 

●まちづくりの基本方針● 

区民が安心して住み続けられるまちづくり 

重点施策 1 

重点施策 2 

重点施策 3 

 

   
 

平成２３年度の新左京区総合庁舎開庁に向けて，すべての区民の皆様が利用し

やすい区役所づくりを進めるため，平成２０年度から「さぁ きょうから はじめよ

う キャンペーン 」に取り組んでいます。３年目の今年度は，区役所プロジェクト

チームによる活動などを通して，キャンペーンの総仕上げに取り組みます。 

区役所機能の強化 

区役所の各所属が区政運営における課題共有と相互連携を図るため，左京区役所

経営会議を開催します。会議を通じて各所属間の縦割りをなくし，よりきめ細かな

行政サービスを提供します。 

重点施策 1  

重点施策２ 

●区役所運営の基本方針● 

区民により信頼される新しい区役所づくり 

区民がお客様 誰もが利用しやすい区役所を目指して 

  ～さぁ きょうから はじめよう キャンペーン～ 

２ 



区重点事業 

1 「区民の皆様への心くばり宣言」（区民応対目標）及び 

「しごとやる気宣言」（業務達成目標）の設定・実践・点検 

 平成２３年度の新左京区総合庁舎の開庁に向けて，利用しやすい庁舎づくりを

進めるだけでなく，区民サービスの向上ときめ細かな区民応対を区民の皆様に約束

することを目指して取組を進めます。 

そのため，区役所全体の「区民の皆様への心くばり宣言」（区民応対目標）と

「しごとやる気宣言」（業務達成目標）を設定するとともに，各所属においては，

「しごとやる気宣言」を設定し，その実践に向けて職員全員が取り組みます。 

●区役所運営の基本方針●  

区民により信頼される新しい区役所づくり 
区民がお客様 誰もが利用しやすい区役所を目指して 

～さぁ きょうから はじめよう キャンペーン～ 

左京区役所全体の目標 

・「笑顔，親切，ていねい，迅速，わかりやすい」窓口応対をします。 

・温もりが伝わる，満足度の高い応対をします。 

「区民の皆様への心くばり宣言」（区民応対目標） 

・常に区民の目線に立ち，区民ニーズに的確に応えます。 

・根拠となる法令・条例等を正しく把握するとともに，個人情報の厳正管理を徹底

することにより，適切に業務を遂行します。 

「しごとやる気宣言」（業務達成目標） 

各所属の「しごとやる気宣言」 

重点施策 1 

区民部 

総務課 

・選挙事務や防災事務を，地域住民や関係機関との共汗のもと，進めていきます。

・新左京区基本計画の策定に向けて，「歴史・文化・学問のまち」左京の魅力を生か

した取組を進めるとともに，情報を区民にわかりやすく発信します。 
まちづくり推進課 

・地域，行政及び関係機関等が共に参画する「静原地域のまちづくり」など新たな

事業に取り組みます。 

・区民の皆様をはじめ，各種団体等との連携を深め，「共汗」により，魅力ある地域

づくりに取り組みます。 
 

２２  区区役役所所運運営営のの基基本本方方針針とと重重点点施施策策・・事事業業   

３ 



 市民窓口課 

・区民の立場に立って言葉遣いに気をつけ，親切，丁寧，迅速，正確な事務処理を

行います。 

市民税課 

・市税の適正かつ公平な課税を推進します。 

・区民への説明責任を十分に果たし，納得度の向上を図ります。 
固定資産税課 
・市税の適正かつ公平な課税を推進します。 

・区民への説明責任を十分に果たし，納得度の向上を図ります。 

納税課 
・市税（左京区調定分）の徴収率は前年度を上回ることを目標とします。 

・差押人数は前年度を上回ることを目標とします。 
 

福祉部 

福祉介護課 

・福祉施策を十分に把握し，関係窓口等と連携を取りながら的確な応対を行います。

支援課  

・児童福祉，高齢者福祉，障害者福祉の相談窓口として親切でわかりやすい対応に

努めます。 

・地域や関係機関との連携・協働を深め，地域福祉のネットワークを構築し，児童・

高齢者・障害のある区民の方々への支援を進めます。 
保護課 

・相談の内容を十分に聞き取り，生活保護制度や他法他施策の活用など，わかりや

すく説明するように努めます。 

・新たな申請について迅速に回答できるように取り組みます。 

保険年金課 
・国民健康保険，後期高齢者医療制度における保険料の賦課，徴収，保険給付等に

ついて公平・公正な運営を行います。 
 

保健部 

健康づくり推進課 

・迅速に業務を進めるとともに，区民と共汗し，区民の立場に立った健康づくりの

増進を推進します。 

衛生課 

・左京区管内の食中毒発生ゼロを目指します。 

・食品や生活衛生の関係施設への効率的かつ効果的な監視指導に努めます。 

・区民の皆様へ食品や生活衛生等に関する情報の提供を推進します。 
 

４ 



 
出張所 

岩倉出張所 

・迅速・確実・丁寧な事務処理と親切な窓口応対・電話応対により，満足していた

だける市民サービスを提供することに努め，地域住民にとって身近で信頼できる

出張所にします。 

八瀬出張所 

・立ち寄りやすい，相談しやすい，信頼される出張所として，地域にとけこんだ運

営を行います。 

大原出張所 

・満足度百パーセントの窓口応対に努めます。 

静市出張所 

・地域住民から信頼される出張所として，クレーム０件を目標とします。 

花脊出張所 

・クレームゼロの信頼される出張所にします。 

・住民による自主的なまちづくり活動への支援をさらに強めます。 

久多出張所 

・地域住民に信頼される出張所として，迅速，丁寧，わかりやすい対応に努め，地

元主催の各種事業に積極的に参加し，身近な出張所となるよう努めます。 

 

左京区役所ホームページ内に開設している「ようこそ！web 区長室」，区役所

１階待合ロビーの「ようこそ！壁新聞 区長室」において，「さぁ きょうから はじ

めよう キャンペーン」の取組などに関する区長のメッセージを随時掲載します。 

〔具体的取組〕 

・「ようこそ！web 区長室」，「ようこそ！壁新聞 区長室」における，区長メッセ

ージの発信 

・各所属の「しごとやる気宣言」，「区民の皆様への心くばり宣言」の掲載など 

２ 「ようこそ！ｗｅｂ区長室」の掲載，「ようこそ！壁新聞 区長室」の掲示 

区重点事業 

「ようこそ！web 区長室」において「区長へのお便りメール」を，「ようこそ！

壁新聞 区長室」において「区長へのお便りボックス」を設置し，キャンペーンの取

組や各課の業務に対する区民の皆様からのお便りを受け付け，いただいた主な御意

見や対応結果を公表します。 

区重点事業 

３ 「区長へのお便りメール」，「区長へのお便りボックス」の設置 

５ 



区重点事業 

４ 左京区役所を見たい知りたいツアー 

左京区役所の窓口業務や「さぁ きょうから 

はじめよう キャンペーン」の取組などについ 

て，区民の皆様にもっと知っていただくため， 

「左京区役所を見たい知りたいツアー」とし 

て，区役所見学を実施します。 

区重点事業 

５ 左京区長「区役所パトロール」の実施 

各所属が目標達成に向けて，取り組んでいる状況を把握するため，左京区長に

よる職場巡視「区役所パトロール」を実施します。 

区重点事業 

６ 区役所プロジェクトチームによる取組の実践 

区役所の職員で構成するプロジェクトチームを設置し，取組を実践します。３年

目となる今年度はプロジェクトチームの活性化や区役所幹部職員とのミーティング

を行うなど，取組の充実を図ります。 

〔２１年度の取組〕 

・職員の名札のデザインを見やすいもの 

に統一 

・区役所玄関前花壇の整備 

・傘の無料貸出しサービスの充実 

・年末庁舎内大掃除キャンペーンの実施 

・左京区役所図書コーナーの充実 

〔２２年度の取組例（予定）〕 

・新庁舎における職員の案内力の向上な 

ど，より満足度の高い区民サービスの 

検討 

 ・地下鉄，市バスの増客に向けた取組 

左京区役所 区民部 総務課

　左京　太郎

歴史　文化　学問のまち　左京

　　さきょう　　たろう左京区シンボルマーク

 
新しい名札のデザイン 

プロジェクトチームの様子 

左京区役所を見たい知りたいツアー

６ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員のアイデアを区民サービス向上や業務改善等に生かすため，京都市の職員

提案制度を積極的に活用し，左京区の職員提案強化月間を設定して，取り組みます。

特に，区役所プロジェクトチームでは，率先して業務改善策を検討します。 

〔具体的取組〕 

・左京区役所職員提案強化月間の設定（提案目標件数：３０件） 

８ 職員提案制度の推進 

区重点事業 

区重点事業 

10 左京区役所経営会議の開催 

左京区役所経営会議や所属長会議において，各所属からの情報交換をより活発に

行うことにより，区政運営上の課題や区内の課題を共有するとともに，より緊密な

意思疎通を行い，区役所の総合行政機関としての機能の強化を図ります。 

重点施策２ 区役所機能の強化 

区重点事業 

９ 明るい職場づくり 

 明るく風通しの良い職場環境づくりを進めるため，笑顔であいさつすることを

徹底し，更には所属長による定期的な朝礼（終礼）を実施します。 

区民サービスの向上ときめ細かな区民応対を行うため，職員研修を実施します。

〔具体的取組〕 

・「職員誰もが総合案内人」研修（区役所各課の業務を把握し，案内できるように

するための研修）の実施 

・管理職研修の実施 

・新規採用職員研修の実施 

・区民応対の向上に関する研修の充実 

・左京区運営方針・左京区基本計画に関する研修の実施 など 

区重点事業 

７ 職員研修の実施 

７ 



 
 
 
 

（１）北部山間地域のまちづくり 

北部山間地域において携帯電話の高速データ通信機能を利用したブロードバンド

が利用できない地域の解消と携帯電話の通話エリア拡大のため，移動通信用鉄塔施

設を整備し，地域間の情報格差の解消を図ります。また，平成２３年７月の地上デ

ジタル放送への完全移行に向けて，共聴施設のデジタル化対応のための改修，新設

に対し，国の補助制度を活用して支援を行います。 

関連する局重点事業 総合企画局

12 北部山間地域の情報化推進 

重点施策１ 区民の生活を支えるまちづくり 

●まちづくりの基本方針● 

区民が安心して住み続けられるまちづくり 

北部山間地域は，地区間相互及び市街地を結ぶ道路基盤が非常にぜい弱であり，

できる限りの早期完成に向け，関係道路整備に取り組みます。 

・京都広河原美山線（二ノ瀬バイパス） 

・京都広河原美山線（鞍馬北工区） 

・一般国道４７７号（大布施拡幅） 

関連する局重点事業 建設局

13 北部山間地域と市街地を結ぶ道路網の整備推進 

北部山間地域において，乳幼児を対象とした身体測定，健康相談，交流会を行う

「のびのびやまの子育て健康相談＆交流会」を開催し，地域住民との協働による

子育て支援を実施します。また，ホームページ 

等において山間地域ならではの子育ての魅力を 

広く発信します。 

〔事業概要〕 

・「のびのびやまの子育て健康相談＆交流会」 

の開催（年３回） 

・左京区役所ホームページ等を活用した子育て情報の発信 

【区政策提案予算事業】（継続） 健康づくり推進課・支援課・総務課

11 北部山間地域の子育て支援 ～広げよう！ やまの子育ての輪～ 

                    【予算額 790 千円】

交流会の様子 

３３  ままちちづづくくりりのの基基本本方方針針とと重重点点施施策策・・事事業業   
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関連する局重点事業 上下水道局

16 北部地域特定環境保全公共下水道整備の推進 

住民の健康で快適な生活の確保や下流域，さらには観光地の水環境の保全を図る

ため，下水道が未整備となっている大原，静原，鞍馬地区において，平成２１年度

から北部地域特定環境保全公共下水道の整備工事に着手しています。平成２３年度

以降，順次，供用を開始し，平成２６年度の整備完了を目指します。 

冬期の降雪や冷え込みが著しい北部山間地域において，交通の安全確保を図るた

め，凍結防止剤の散布作業を実施します。 

関連する局重点事業 建設局

14 北部山間地域における凍結防止対策の実施 

（２）すこやかに暮らせるまちづくり 

 水道未普及地域において簡易水道整備事業を進めており，昨年度は，広河原・

花脊地域，別所地域において給水を開始しました。 

 今年度は，２１年１０月に組合から本市に移管された大原簡易水道事業について

再整備工事に着手します。 

関連する局重点事業 上下水道局

15 地域水道整備事業の実施 

区重点事業 支援課

17 高齢者福祉の推進～「高齢者にやさしい店」事業の展開～

左京区役所では，左京区地域ケア連絡協議会と 

連携し，区内の商店等を対象にして認知症への理 

解を深めていただき，高齢者にやさしい環境づく 

りを推奨するため，「高齢者にやさしい店」事業 

を引き続き展開します。 

〔事業概要〕 

・登録店一覧冊子の作成（備付け） 

・認知症あんしんサポーター養成講座の開催 

・「高齢者にやさしい店」の登録とステッカー掲示 
 

高齢者にやさしい店ステッカー 
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高齢者が住み慣れた地域において，尊厳のあるその人らしい生活を継続できるよ

う，地域包括支援センター（※）を中心とした介護予防の取組を支援するともに，

保健・医療・福祉をはじめとした関係機関や団体の連携を進めるための組織として

「地域ケア連絡協議会」を中心としてネットワークの充実・強化に努めます。 

※地域包括支援センター 

 …各種相談，制度利用のための支援，介護予防，ケアマネージャーへの指導・

助言，ネットワークづくりなどを行う中核機関。 

区重点事業 福祉介護課・支援課 

18 地域包括ケアの強化 

子育てに対する不安や悩みの軽減・解消や児童虐待の防止等を図るため，地域や

関係機関におけるネットワークの充実強化を進めます。 

区重点事業 支援課

19 子育て支援及び児童虐待防止のためのネットワークの充実 

妊娠中の方と，子育て中の方との交流や母子保健に関する情報の提供を行い，

育児不安を軽減し，子どもを安心して生み育てる環境づくりを推進します。妊婦及

びその家族と，乳幼児及びその保護者の交流会や，育児や栄養等に関する講話や

実習等を行います。 

〔事業概要〕 

・プレパパ・ママ教室（マタニティークラス） ・離乳食講習会 

・親子で楽しむ健康教室           ・親子すこやか発達教室 

区重点事業 健康づくり推進課

20 親子の健康づくり推進事業の実施 

生後４ヶ月までの赤ちゃんのいるすべての家庭に保健師又は助産師が訪問し，赤

ちゃんの体重測定や健康状態の確認，母親の産後の体調や生活，育児などについて

相談を受けるとともに，育児や家事等の日常生活に特に支援が必要な家庭にはヘル

パーを派遣します。 

区重点事業 健康づくり推進課

21 こんにちは赤ちゃん事業及び育児支援ヘルパー派遣事業の実施 
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区民の皆様の生涯にわたる健康で豊かな生活の実現を目指して，食事バランスガ

イドを使っての各世代に応じた食育セミナーや健康・栄養に関する食育情報を提供

する食情報提供店の拡大等を行い，食育を推し進めます。 

区重点事業 健康づくり推進課

22 食育推進事業の実施 

地域における子どもの健全育成と子育て支援の拠点として，学童クラブ機能を有

する児童館の整備を進めます。また，学童クラブ機能と放課後まなび教室を融合さ

せた放課後ほっと広場を新たに設置します。 

・京都市錦林児童館＜錦林小学校敷地内＞ 

・京都市岩倉南児童館（仮称）＜岩倉南小学校敷地内＞ 

・下鴨小学校放課後ほっと広場（仮称）＜下鴨小学校内＞ 

関連する局重点事業 保健福祉局・教育委員会 

25 学童クラブ機能を有する児童館の整備及び放課後ほっと広場の設置 

共働き世帯の増加に伴う待機児童の増加を踏まえ，保育所の定員増等，受入れ態

勢の整備を行います。また，老朽化の進んだ保育所について対策を実施します。 

 ・岩倉こひつじ保育園増築整備（岩倉三宅町） 

・だん王保育園耐震化整備（三条大橋東入法林寺門前町） 

関連する局重点事業（新規） 保健福祉局

24 保育所整備の推進 
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区重点事業 健康づくり推進課

23 地域健康づくりグループ育成事業 

 健康づくりの自主グループや健康づくりサポーターの育成，その活動を支援する

事業を通じて，誰もが笑顔でいきいきと暮らせる活力あるまちを目指します。 

関連する局重点事業 

26 京都市老人福祉員事業の充実 

一人暮らし高齢者が増加し，老人福祉員の活動の重要性が増していることから，

区内の老人福祉員を１５０名から１５８名に増員し，高齢者が安心して暮らせる体

制の整備を進めます。 

保健福祉局



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区重点事業 まちづくり推進課

28 鳥獣による生活環境への被害防止対策の推進 
山間部やその隣接地域において，サル，イノシシ，シカなどの鳥獣による農作物

被害や住居侵入等の被害を防止する取組を進めます。特に，サルに対しては，区役

所，出張所，北部農業振興センターなどの関係行政機関・鳥獣保護員が連携すると

ともに，追払い用花火を自治組織に配布するなど，迅速・的確な対策に努めます。

（３）安心・安全のまちづくり 

大規模な災害の発生を想定し，地域住民と防災関係機関が初期対応訓練や応急対

策等訓練をはじめとする訓練を実施します。平成２２年度は，１１月２１日（日）

に近衛中学校グラウンドにおいて実施する予定です。 

区重点事業 総務課

27 左京区総合防災訓練の実施 

区重点事業 健康づくり推進課

30 感染症対策の実施 
ＨＩＶ（エイズ），性感染症等の予防のための啓発を行うとともに，新型インフル

エンザ等発生時には，感染拡大防止対策及び迅速かつ的確な対応に努めます。 

区重点事業 衛生課

31 食品衛生・生活衛生の推進 
安全かつ安心な食生活を確保するため，食品衛生関係施設の監視・指導や食品の

検査，食品衛生に関する知識の普及啓発等，食の安全・安心対策を進めます。また，

快適で衛生的な生活環境を守るため，生活衛生関係施設の監視・指導や居住衛生，

ねずみ害虫駆除の相談指導，生活衛生に関する知識の普及啓発等を進めます。 

区重点事業 まちづくり推進課 

 地域住民（各種団体）や学校，警察署，消防署，行政などの関係機関が連携しな

がら，地域の安心安全ネットワークを構築し，安心・安全のまちづくりを進めます。

１７年度から既に形成された２４学区の取組を支援するとともに，新たに花脊，別

所，広河原，久多の４学区において取組を支援します。 

29 地域の安心安全ネットワークの形成 
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 関連する局重点事業 産業観光局

32 有害鳥獣被害防止対策・森林等被害防止対策等の実施 

農林作物に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲や追い払い，共同防除施設の設置支援等

を実施します。 

大原地域における救急救命体制の充実に向けて，大原消防出張所を高規格救急車

が常駐できる規模とするため，移転整備を進めます。 

関連する局重点事業 消防局

33 大原消防出張所の移転整備 

重点施策２ 左京区の魅力を高めるまちづくり 

区重点事業 総務課

36 区内の大学の連携による「大学のまち・左京」の推進 
「大学のまち・左京」推進協議会において区内の大学と区役所の連携を深め，地

域住民にも親しまれ,魅力あふれる「大学のまち・左京」のまちづくりを進めます。

【区政策提案予算事業】（新規） 総務課

35 区内大学との共同事業「大学のまち・左京」区民講座の開催 

～区民とともに学ぶ左京学～  【予算額 1, 200 千円】

 各大学の研究者と区民が一緒になって左京区の特性や現状について考え，「大学の

まち・左京」ならではのまちづくりを進めるため，区内の大学と左京区役所の共同

事業として，区民講座を開催します。各大学が左京の自然環境や文化について，

それぞれの大学の特色を生かした講座を開講するとともに，左京区役所においても，

盆の行事や交通の移り変わり，食文化などをテーマとする講座を開催します。 
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区重点事業 総務課

34 左京区 大学と地域の相互交流促進事業の実施 

大学・学生等と区民が協働して行う事業や大学・学生等と区民が交流を図る事業

に対し，助成金の交付や広報による支援を行います。平成２２年度は助成対象を５

件として取り組みます。また，５月には，大学と地域の協働によるまちづくりに関

する講演と平成２１年度の支援対象事業の報告を行うシンポジウムを開催します。



 
 

「左京区内の伝統行事の保存会等によるネットワーク会議」を開催するとともに，

会議での取組を広く区民に知っていただくため，伝統行事の催しを開催します。 

区重点事業 総務課

37 左京に息づく伝統文化の保存・継承と観光振興 

区重点事業 まちづくり推進課

40 地域美化活動支援 

環境への負担の少ないまちを目指して，地域の一斉清掃などのまちの美化活動を，

関係機関と連携し支援します。 

区重点事業 総務課

38 「ＤＯ YOU ＫＹＯＴＯ？ デー」の取組の推進 

毎月１６日を「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？ デー」（環境にいいことをする日）と

して定め，一斉門掃きや来庁者をはじめとする区民への啓発を実施します。 

静原地域において，美しい田園風景と調和した町並みの保存，自然と調和した昔

ながらの生活文化の再確認を基本コンセプトに，地域，行政及びその他関係機関な

どが参画した共汗によるワークショップ等を開催し，魅力あるまちづくりのための

目標や具体策等について検討します。 

【区政策提案予算事業】（新規） まちづくり推進課

39 静原地域のまちづくり       【予算額８00 千円】
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関連する局重点事業（新規） 総合企画局，文化市民局 

41 岡崎地域活性化ビジョン及び京都会館再整備基本計画の策定

岡崎地域の優れた都市景観を将来へ保全再生しながら，世界に冠たる文化・交流

ゾーンとして機能を一層発揮するとともに，更なる賑わいを創出するため岡崎地域

活性化ビジョンを策定します。 

また，岡崎地域活性化ビジョンの策定と並行して，京都会館再整備基本計画を策

定します。策定に当たっては，民間活力を積極的に取り入れて再整備を進めるため

に，参画する企業等の発掘及び誘致を目指します。 



関連する局重点事業 文化市民局

42 大原百井の里・農業体験～勤労者の生活充実支援事業～の実施 

勤労者（１６歳以上の社会人）を対象に，ライフスタイルの充実や新しい分野で

の労働の機会を提供するため，百井青少年村や近隣休耕田を活用し，米作り・野菜

作りの体験を行う事業を実施します。 

関連する局重点事業 産業観光局

45 農地・水・環境保全向上対策事業の実施 

大原地域において，歴史的資源と調和した農村景観と豊かな生態系を保全するた

め，地域と連携した取組を展開している「大原里づくりトライアングル」の活動を

支援します。また，静原地域において，景観形成や学校教育との連携により地域の

農地，農業用水等の資源を活用した農村環境の保全に取り組む「静原の農と環境を

守る会」の活動を支援します。 

関連する局重点事業 建設局

46 無電柱化事業（京のみちづくり）の推進 

 安全快適な通行空間確保，都市災害防止とライフラインの安全性・信頼性の向上，

都市景観向上，情報化社会への対応等の観点から，無電柱化事業を推進します。今

年度は，宝が池通（北山通交差点～狐坂南）において整備を進めます。 

緑豊かな自然と伝統行事等の魅力あふれる北部農林業地域を知ってもらうととも

に，地域住民と都市住民との交流を通じて地域の活性化を図るため，７月１８日（日）

に花脊の山村都市交流の森において「ふるさと森都市フェスティバル」開催します。

関連する局重点事業 産業観光局

43 ふるさと森都市フェスティバルの開催 

関連する局重点事業 産業観光局

44 大原地区観光農村育成事業の実施 

豊かな自然環境と歴史・文化資源が調和した田園風景の広がる大原において，美

しい農村景観や自然を生かし，農村の良さを実感できる観光農村の育成を図るため，

引き続き，農道・水路整備などを進めます。 
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区重点事業 

51 左京区行政推進会議の運営 

区内の行政機関等が連携し，情報共有と分野横断的な協議・調整を行う機関とし

て，左京区行政推進会議を運営し，区行政を総合的に推進します。 

〔構成団体〕 

左京区役所，左京まち美化事務所，北部農業振興センター，左京土木事務所，左京消防署，交通局烏丸

営業所錦林出張所，上下水道局左京営業所，上下水道局疏水事務所，上下水道局きた下水道管路管理セ

ンター東部支所，左京区内の小中学校（代表３校），川端警察署，下鴨警察署，左京区社会福祉協議会

関連する局重点事業（新規） 建設局

47 都市緑化事業（街路樹整備） 

街路樹におおわれた「道路の森づくり」を目指し，低木の植栽のみの中央分離帯

に，新たに高木を植栽し，都市緑化の推進を図ります。今年度は，川端通（今出川

通～冷泉通間），北大路通（東大路通～叡山電鉄間）において実施します。 

関連する局重点事業（新規） 建設局

48 市民の記念植樹奨励制度 

結婚・出産・還暦や企業創立等の記念に，植栽費の一部を負担していただき，京

都市が管理する公園の樹木，街路樹等の植樹を行います。今年度は，宝が池公園に

おいて実施します。 

関連する局重点事業（新規） 教育委員会

50 八瀬小学校整備 
 特別教室の不足や狭小な体育館（講堂）が懸案となっている八瀬小学校において，

第２グラウンドの隣接地に体育館を新築するとともに，同地への校舎移転整備に向

けた取組を進めます。 

関連する局重点事業（新規） 建設局

49 長谷土田公園（仮称）整備 

区民の身近なリクリエーションの場の確保の観点や，防災上の観点などから，岩

倉長谷町において長谷土田公園（仮称）の整備を進めます。 
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重点施策３ 区民と行政の協働によるまちづくり 

区重点事業 まちづくり推進課

52 区民ふれあい事業の推進 

地域コミュニティの活性化を目指し，多様な世代の区民の出会い，ふれあいの場

を提供するため，区民ふれあい事業を実施します。 

〔文化部会〕 

 ・左京区民煎茶会             ・左京区民正月いけ花教室 

 ・左京区民親子でたのしむ京の水～松ヶ崎浄水場～  ・左京区民作品展 

〔区民まつり部会〕 

 ・左京区民ふれあいまつり 

〔スポーツ部会〕 

 ・左京区民ふれあいウォーキング 

〔みんながしあわせ部会〕 

 ・心のふれあいみんなの広場（講演会） 

区重点事業 健康づくり推進課

55 障害のある方の地域での交流と理解の促進 

精神に障害がある方も安心して暮らしていくことができるまちづくりを目指し

て，関係団体等で構成する「左京こころのふれあいネットワーク」による取り組み

を推進し，地域での交流と理解を深めます。 

区重点事業 まちづくり推進課 

54 人権文化の構築に向けた取組の推進 

人権の大切さを広く区民に訴えていく取組を進め，すべての区民が安心して誰も

が互いの基本的人権を尊重する人権文化の構築を目指します。 

区重点事業 まちづくり推進課

53 多様な市民活動の支援 

交通安全，スポーツの振興など，多様な市民活動への支援とともに，地域での活

動を担う人材の育成を行います。 

左京区民ふれあいまつり 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 事業名 実績 

１ 

「区民の皆さまへの心くばり宣言」 

（区民応対目標）及び「しごとやる気宣言」

（業務達成目標）の設定・実践・点検 

左京区役所全体及び各所属におけ

る宣言の設定，実践，点検 

「区民の皆さまへの心くばり宣言」 

（区民応対目標）及び「しごとやる気宣言」

（業務達成目標）の設定・実践・点検  

・左京区役所全体及び各所属における

宣言の設定，実践，点検を随時実施 

２ 
「ようこそ！ｗeｂ区長室」の掲載， 

「ようこそ！壁新聞 区長室」の掲示 
内容の更新 

「ようこそ！ｗeｂ区長室」 

「ようこそ！壁新聞 区長室」の開設 

・「ようこそ！ｗeｂ区長室」 

 区役所ホームページに掲載 

 4 月から随時更新 

・「ようこそ！壁新聞 区長室」 

区役所 1階待合ロビーに掲示 

4 月から随時更新 

３ 
「区長へのお便りメール」， 

「区長へのお便りボックス」の設置 
区民の皆様からのお便りの受付 

「区長へのお便りメール」， 

「区長へのお便りボックス」の開始 

・「区長へのお便りメール」 

 5 件のお便りを受付 

・「区長へのお便りボックス」 

14 件のお便りを受付 

４ 左京区役所を見たい知りたいツアー 実施 
「左京区役所を見たい知りたいツアー」 

の実施 

・区役所の窓口業務の見学 

 7 月，9月  

５ 左京区長「区役所パトロール」の実施 毎月 1 回実施 左京区長「区役所パトロール」の充実 
・区長が全所属を対象に職場を巡視 

毎月 1回実施 

 

 

 

 

６ 区役所プロジェクトチームによる取組の実践 取組の継続と充実 
区役所プロジェクトチームによる取組の

推進 

・待合室の子ども向け図書コーナーの

開設：４月 

・傘の無料貸し出しサービス：４月 

・職員の名札のデザインを刷新：12月 

・区役所玄関前の花壇を整備：12月 

・プロジェクトチーム「誰もが利用し

やすい区役所を目指して」のワー

キング：７回実施 

●区役所運営の基本方針●  区民により信頼される新しい区役所づくり 

区民がお客様 誰もが利用しやすい区役所を目指して ～さぁ きょうから はじめよう キャンペーン～ 重点施策 1 

４４  平平成成 2222 年年度度左左京京区区運運営営方方針針のの総総括括表表   
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 事業名 実績 

７ 職員研修の実施 

・左京区基本計画，平成２２年度運営

方針に関する研修の実施 

・新規採用職員研修の実施 

・職員誰もが総合案内人研修の実施 

・管理職研修の実施 

・市民応対研修の実施 

職員研修の充実 

・左京区基本計画・平成21年度運営方 

針に関する研修：6/3 

・新規採用職員研修：7/15 

・職員誰もが総合案内人研修：10/15,16 

・市民応対研修「実践クレーム対応」：

11/6,11/10,11/12 

・管理職研修：1/25 

・市民応対研修「認知症あんしんサポ

ーター養成講座：2/18 

8 職員提案制度の推進 
・強化月間の実施（目標３０件）

・区役所プロジェクトチームでの検討 
職員提案制度の更なる推進 

・プロジェクトチーム「誰もが利用しやすい

区役所を目指して」で5件を提案：11月 

9 明るい職場づくり 定期的な朝礼（終礼）の実施 明るい職場づくり 
・各所属において所属長による定期的

な朝礼（終礼）の実施 
  

平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

－ 新左京区総合庁舎の整備推進 建設工事 
左京区役所 

文化市民局 
新左京区総合庁舎の整備推進 

・実施設計 

・建設工事着手：9/5（起工式） 

        9/7（本工事着手） 

－ 周辺道路環境の整備 

・松ヶ崎６号線（工繊大西

側）：工事着手 
・北泉通（松ヶ崎通～松ヶ

崎６号線）：工事着手 

・北泉通（松ヶ崎東通～国

道 367 号：街路基本調査

建設局 周辺道路環境のあり方についての調査・検討 

・松ヶ崎通歩道：改修工事 

・松ヶ崎６号線（工繊大西側）：測量，設計  

・北泉通（松ヶ崎通～松ヶ崎６号線）：測

量，設計 

・北泉通（松ヶ崎東通～国道 367 号：街路

基本調査 

 
 

平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 事業名 実績 

 左京区役所経営会議の開催 毎月第１，第３月曜日に開催 左京区役所経営会議の活性化 ・毎月第1，第3月曜日に開催 

区役所機能の強化 重点施策２ 

１９ 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

（１）北部山間地域のまちづくり 

11 

【区政策提案予算事業】 

北部山間地域の子育て支援 

～広げよう！やまの子育ての輪～ 

・のびのびやまの子育

て健康相談＆交流

会 ３回開催 

・ホームページ等にお

ける情報発信 

健康づくり

推進課・

支援課・総務課

【区政策提案予算事業】 

北部山間地域の子育て支援 

～広げよう！やまの子育ての輪～ 

・のびのびやまの子育て 健康相談＆交流会 

 第1回（7/2） 27人参加 

 第2回（11/5）19人参加 

 第3回（3/4） 17人参加 

 京・ベビーハウス堰源 

・のびのびやまの子育て やまのごちそう編 

11/20 花背小中学校 23人参加 

・ホームページ等における情報発信 

・市民しんぶん左京区版掲載 8月 

12 北部山間地域の情報化推進 

・ブロードバンド・ゼ

ロ地域解消事業（移

動通信用鉄塔施設整備）

（花脊大布施町２箇所，

花脊八桝町１箇所） 

・地上デジタル放送

受信対策の実施 

総合企画局 北部山間地域の情報化推進 

・移動通信用鉄塔施設整備事業 

 花脊北部地域，大原百井町：整備 

・地上デジタル放送の受信対策の実施 

・ブロードバンド・ゼロ地域解消事業 

 広河原地域，久多川合町：移動通信

用鉄塔施設の整備に着手，花脊南部

地域：携帯電話事業者による自主整

備を実施 

 

 

 

 

13 
北部山間地域と市街地を結ぶ道路網の 
整備推進 

・京都広河原美山線 

（二ノ瀬バイパス） 

：用地買収，工事他 

・京都広河原美山線 

（鞍馬北工区） 

：測量設計，用地買収，工事他

・一般国道 477 号（大布施拡幅）

：工事 

建設局 
北部山間地域と市街地を結ぶ道路網の 
整備推進 

・京都広河原美山線（二ノ瀬バイパス） 

 ：工事着手，用地買収，水分調査等 

・京都広河原美山線（鞍馬北工区） 

 ：詳細設計，地質調査，土地調査 

・一般国道 477 号・大布施拡幅 

 ：トンネル付帯工事等 

●まちづくりの基本方針●  区民が安心して住み続けられるまちづくり 

区民の生活を支えるまちづくり 重点施策 1 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

14 北部山間地域における凍結防止対策の実施 
委託業者による凍結 

防止剤機械散布 
建設局 北部山間地域における凍結防止対策の実施 

委託業者による凍結防止剤機械散布 

・場所：花脊峠（鞍馬本町～花脊別所） 

・期間：12月～3月 

15 地域水道整備事業の実施 
大原地区：再整備工事

着手 
上下水道局 地域水道整備事業の実施 

・広河原・花脊地域：供用開始：4╱1 

・別所地区：竣工：10 月 供用開始：11/4 

・大原地区：京都市へ移管：10/1 

 再整備事業基本計画策定， 

実施設計着手 

16 北部地域特定環境保全公共下水道整備の推進 
・大原地区；整備工事

・静原地区：整備工事

・鞍馬地区：整備工事

上下水道局
北部地域特定環境保全公共下水道整備の 
推進 

・大原地区：整備工事継続 

・静原地区：整備工事継続 

・鞍馬地区：整備工事継続 

    花背小中学校の新校舎整備推進 ・新校舎竣工：10/18 

    
京都大原学院（京都市小中一貫教育校） 
の開校 

・開校：4/3 

（2）すこやかに暮らせるまちづくり 

17 
高齢者福祉の推進 

～「高齢者にやさしい店」事業の展開～ 

・登録店一覧冊子の作成

（備付け） 

・「認知症あんしんサポ

ーター講座」の開催 

・「高齢者にやさしい店」の

登録・ステッカー掲示 

支援課 

【区政策提案予算事業】 

認知症の人も安心して暮らせる 

まちづくり 

～高齢者にやさしい店を 

世代を越えた共汗でつくりだそう～

・アンケート調査 5 月～6 月 

ボランティア参加者 51 人 

・「あんしんサポーター講座」開催 

：11 回 

・第一次登録店（16 店）1/8 開始 

・「やさしい店リスト」作成（72 店舗） 

 

 

18 地域包括ケアの強化 

・左京区地域包括支援セ

ンターの取組の支援 

・地域ケア連絡協議会の

ネットワーク充実・強

化 

福祉介護課

・支援課 
地域包括ケアの強化 

・運営協議会（第1回）：5/18 

（第2回）：10/26 （第3回）：3/15 

・地域包括支援センター（7センター）

事業計画策定 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

19 
子育て支援及び児童虐待防止のための 

ネットワークの充実 

・左京区要保護児童対策地

域協議会の開催 

・左京区子育て支援調整

会議の開催 

・左京区地域子育て支援ステ

ーション会議の開催 

・左京区子育て支援ネット

ワーク会議の開催 

支援課 
子育て支援及び児童虐待防止のための 

ネットワークの充実 

・子育て支援調整会議9/3 

・要保護児童対策地域協議会開催：9/3 

・実務者会議：10/6 

・ブロック別ネットワーク会議 

（北12/11 中・南12/15） 

・支援ステーション会議開催：3/16 

20 親子の健康づくり推進事業の実施 

・プレパパ・ママ教室の開催

・離乳食講習会の開催 

・親子で楽しむ健康教室の開催

・親子すこやか発達教室の開催

健康づくり

推進課 
すくすく子育てサポート事業の実施 

・プレパパ・ママ教室 月1回開催 延べ280人 

・すくすく子育てサポート教室（子育てパ

パ・ママ）すくすく親子教室・地域出張

型・離乳食講習会 計40回 593組 

・親子の心の健康支援教室 

 1クール6回 2回実施 延べ44組 

21 
こんにちは赤ちゃん事業 

及び育児支援ヘルパー派遣事業の実施 

・保健師又は助産師が訪問

し育児支援を実施 

健康づくり

推進課 
こんにちは赤ちゃん事業 

（新生児等訪問指導事業）の実施 
・生後 4か月までの赤ちゃんのいる家

庭への訪問 延べ 1,231 件 

22 食育推進事業の実施 

・食事バランスガイド

を使った食セミナ

ーの実施 

・健康，栄養に関する

情報提供を行う食

情報提供店の拡大 

健康づくり

推進課 
食育推進事業の実施 

・食育セミナー 

 「旬の野菜で夏バテ解消」：7/1 19 人 

 「夏バテ予防の食生活」：8/5 16 人

（出前食育セミナー，聴覚障害者対象） 

 ふれあいファミリー食セミナー「いただ

きます，ごちそうさま」：7/29 30 人 

 「お箸の達人になろう」：8/25  28 人 

 「生活習慣病予防連続講座」：10/７ 11 人 

 「京・食事バランスガイドを活用した健

康づくり」：12/2 25 人 

・食情報提供加入店 17 店 

23 地域健康づくりグループ育成事業 
地域健康づくりサポーター

育成事業の推進 

健康づくり

推進課 
  

 

24 保育所整備の推進 
・岩倉こひつじ保育園増築整備

・だん王保育園耐震化整備
保健福祉局   
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

25 
学童クラブ機能を有する児童館の整備及び
放課後ほっと広場の設置 

・京都市錦林児童館：

整備 

・京都市岩倉南児童館

（仮称）：整備 

・下鴨小学校放課後ほ

っと広場（仮称）：

設置 

保健福祉局

・教育委員会
学童クラブ機能を有する児童館の整備の
推進 

・明徳児童館（22 年 4月開館） 

  場所：明徳小学校敷地内 

・岩倉南児童館（仮称）設計中 

  場所：岩倉南小学校敷地内 

・修学院第二児童館（22 年 4月開館） 

  場所：修学院第二小学校敷地内 

・錦林児童館整備中 

  場所：錦林小学校敷地内 

・北白川児童館 10 月開館 

26 京都市老人福祉員事業の充実 老人福祉員の増員 保健福祉局   

    小規模特別養護老人ホームの整備推進 
・小規模特別養護老人ホーム「ユニテ

ィ長谷」開所：3月 

（３）安心・安全のまちづくり 

27 左京区総合防災訓練の実施 

１１月２１日実施 

（場所：近衛中学校

グラウンド） 

総務課 左京区総合防災訓練の実施 

・日時・場所：11/15・岡崎中学校 
・内容：災害対策本部設置・運用訓練，

初期対応訓練，応急対策訓練等 

    
防災関係機関と区民の協働による 

防災対策の推進 

・土砂災害防止法に基づく警戒区域等 

の指定について，防災関係機関と区

民による協議の場の設置 

28 
鳥獣による生活環境への被害防止対策 

の推進 

・静原地域における猿害

対策チームの発足 

・区役所職員による見回

りや小規模な追い払

いの実施，注意チラシ

配布 

まちづくり

推進課 

鳥獣による生活環境への被害防止対策 

の推進 

・平成20年9月に発足した八瀬自治連

合会猿害対策チームとの連携によ

る追払い活動 

・区役所職員による見回りや小規模な

追払いの実施，注意チラシの配布 

・野生鳥獣保護協議会員，北部農業振興セ

ンターとの連携による追払いや捕獲 

 
29 地域の安心安全ネットワークの形成 

４学区（花脊，別所，

広河原，久多）におい

て新規の取組を支援 

まちづくり

推進課 
地域の安心安全ネットワークの形成 

・8学区（養正，養徳，葵，岩倉北，

岩倉明徳，岩倉南，静原，鞍馬）に

おいて新規取組を支援 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

30 感染症対策の実施 

・予防接種 ポリオ, Ｂ

ＣＧの実施 

・ＨＩＶ（エイズ），性

感染症対策の実施 

・感染症対策の実施 

健康づくり

推進課 
感染症対策の実施 

・予防接種 

（ポリオ4月，10月 2,226人） 

（BCG 1,171人） 

（麻しん・風しん集団予防接種 市

立中学校１年生 789人） 

・ＨＩＶ性感染症対策（相談 283件） 

・感染症対策について 

 ：新型インフルエンザ 

  パンフレット配布，ポスター掲

示，発熱相談及び発熱外来への紹

介，予防接種相談及び接種券の発

行，積極的疫学調査 

 ：ノロウィルス，Ｏ157の予防と知

識の普及啓発  

31 食品衛生・生活衛生の推進 

・食品衛生 

 食品衛生講習会の 

開催 

・生活衛生 

ねずみ・昆虫等駆除

相談，井水検査,居住

衛生等相談 

衛生課 食品衛生・生活衛生の推進 

・食品衛生 

 食品衛生講習会45回 

延べ1,004人受講 

・生活衛生 

 ねずみ・昆虫等駆除相談（766件），

井水検査（19件）， 

居住衛生相談（69件）， 

公害苦情等相談（162件）， 

施設の適正維持管理指導等（398件） 

32 
有害鳥獣被害防止対策・森林等被害防止対策
の実施 

・有害鳥獣の捕獲や追払い

の実施 

・共同防除施設の設置支援

 等の実施 

産業観光局
有害鳥獣被害防止対策事業・森林等被害 

防止対策事業の実施 

・有害鳥獣の捕獲や追払いの実施 

・共同防除施設の設置支援等の実施 

33 大原消防出張所の移転整備 
庁舎建設，竣工， 

運用開始 
消防局 大原消防出張所の移転整備 ・庁舎建設 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

34 
左京区 大学と地域の相互交流促進事業の 

実施 

・支援対象事業の募集

：４月～５月 

・大学と地域の協同に

よるまちづくりに

関する講演と平成

21年度支援対象事

業の報告会を行う

シ ン ポ ジ ウ ム の

開催：５月 

・支援対象５事業の決

定:６月 

総務課 
左京区 大学と地域の相互交流促進事業の

実施 

・支援対象事業の募集 4月～5月 

・支援対象事業5事業の決定 6月 

・「吉田剣鉾保存会と京都大学との相互交

流促進事業」吉田剣鉾保存会 

・「左京節分物語――豆まき起源伝承

の発掘とマップ作成」 

京都精華大学人文学部真下研究室 

・「古絵図にみる洛北地域の町並みと

文化の再発見」 

京都造形芸術大学歴史遺産学科末松剛ゼミ 

・「自然と遊ぼう！」 

京都ノートルダム女子大学心理学部・心理学

研究科・心理臨床センター 

・「地元伝統資源の発見交流を通じた継続的な

松ヶ崎周辺地域コミュニティづくり事業」 

松ヶ崎小学校学校運営協議会松ヶ崎は

っけん実行委員会（京都工芸繊維大学及

び松ヶ崎小学校），松ヶ崎小学校おやじ

の会 

・20年度支援対象事業「京都大学と吉

田地域の相互文化交流事業」の記録

ＤＶＤを区役所で上映 10月 

・支援対象事業の実施報告（ニュース

レター）の作成 

 

 

35 
【区政策提案予算事業】 

区内大学との共同事業「大学のまち・左京」 

区民講座の開催～区民とともに学ぶ左京学～ 

・区民講座開催： 

７月，９月，１２月
総務課 

【区政策提案予算事業】 

歴史・文化・学問のまちづくり 

～講座「左京の伝統・歴史」開催， 

 マンガ冊子「左京の歴史」発行～ 

・区民特別講座「左京の歴史」：

6/7,6/21 

・区民特別講座「左京の伝統行事調査

報告会」：2/20 

・「マンガで知る左京の歴史」発行 

:3月 

左京区の魅力を高めるまちづくり 重点施策２ 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

36 
区内の大学の連携による「大学のまち・左京」

の推進 

「大学のまち・左京」

推進協議会の開催 
総務課 

区内の大学の連携による「大学のまち・左

京」の推進 

・「大学のまち・左京」推進協議会

の開催：4月，11 月 

37 
左京に息づく伝統文化の保存・継承と 

観光振興 

・左京区内の伝統行事

の保存会等による

ネットワーク会議

の開催 

・伝統行事の催しの開

催 

総務課 
左京に息づく伝統文化の保存・継承と 

観光振興 

・「左京伝統行事ぐるり旅～歳時記・

マップ～」の配布 

・ＤＶＤ「左京を彩る伝統絵巻」によ

る情報の発信，貸出し，施設内視聴 
・左京区内の伝統行事の保存会等によ

るネットワーク会議の開催：12/8 

 「祭礼を支える人々」14団体21人参加 

38 「DO YOU KYOTO？ デー」の取組の推進

・「DO YOU KYOTO？ 

デー」（環境にいいことを

する日）」の取組の実施 

 毎月１６日 

総務課 
「DO YOU KYOTO？ デー」（環境にい

いことをする日）の取組の推進 

・左京区役所におけるゼロエミッショ

ン実践活動の実施 

・「DO YOU KYOTO？ デー」（環境にいい

ことをする日）」の取組の実施 ：6月～ 

・環境研修の実施：7月 

    

【区政策提案予算事業】 

「外国語版左京観光マップ～歩いて楽し

い左京・左京区誕生８０周年を記念して

～」の作成 

・左京区内6大学に在学中の留学生のボ

ランティアを募集：10月 

・マップ検討会議：12月 

・現地調査（まちあるき）：1月 

・配布：５月 

39 静原地域のまちづくり 

・ワークショップ等の開催

・魅力あるまちづくりのた

めの目標，具体策の検討

まちづくり

推進課 
  

40 地域美化活動支援 

・地域の一斉清掃など

関係機関と連携し

支援 

まちづくり

推進課 
環境保全の取組の推進 

・地域の一斉清掃，門掃きなどのまち

の美化活動への支援 

・一斉清掃 48件 

・ボランティア清掃 37件 

 

41 岡崎地域活性化ビジョン 
及び京都会館再整備基本計画の策定 

・ビジョン策定に向け

た取組 

・計画策定に向けた取組

総合企画局

文化市民局
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

42 

大原百井の里・農業体験 
～勤労者の生活充実支援事業～ 
の実施 

５月～１０月の土曜日（月

１回）に開催 

（場所：大原百井町） 

（内容：野菜作りと米作

り体験） 

文化市民局
大原百井の里・夢・浪漫・農業体験 
～勤労者のセカンドライフ充実支援事業

～の実施 

・日時：5月～10月の土曜日（月1回） 

・場所：大原百井町 

・参加者：30人 

・内容：野菜作りと米作り体験 

43 ふるさと森都市フェスティバルの開催 
７月１８日（日）開催

（場所：山村都市交流

の森） 

産業観光局 ふるさと森都市フェスティバルの開催 

・荒天のため中止（8月2日） 

・雪の森都市フェスティバル 

・日時：1/31 

・場所：山村都市交流の森 

44 大原地区観光農村育成事業の実施 農道・水路整備工事 産業観光局 大原地区観光農村育成事業の実施 ・農道，水路整備工事実施 

45 農地・水・環境保全向上対策事業の実施 

・「大原里づくりトライ

アングル」の活動支援

・「静原の農と環境を守

る会」の活動支援 

産業観光局 農地・水・環境保全向上対策事業の実施 

・「大原里づくりトライアングル」の

活動支援 

・「静原の農と環境を守る会」の活動

支援 

46 無電柱化事業（京のみちづくり）の推進 

・北大路通（下鴨本通

～下鴨経６号線）完

成 

・銀閣寺宇多野線（白

川通～銀閣寺）測量

設計，調査 

・宝が池通（北山通交

差点～狐坂南）整備

建設局 無電柱化事業（京のみちづくり）の推進 

・北大路通（下鴨中通～下鴨本通） 

：12 月完成 

・北大路通（下鴨本通～下鴨経 6号線） 

：着手 

・丸太町通（丸太町東大路交差点） 

：10 月完成 

・東大路通（丸太町通～春日北通） 

：10 月完成 

・川端通（丸太町通～春日北通） 

：10 月完成 

・銀閣寺宇多野線（白川通～銀閣寺） 

：測量設計・調査に着手 

 

 

47 都市緑化事業（街路樹整備） 

・川端通（今出川通～

冷泉通）整備 

・北大路通（東大路通

～叡山電鉄間）整備

建設局   
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

48 市民の記念植樹奨励制度 
・宝が池公園において

植樹 
建設局   

49 長谷土田公園（仮称）の整備 整備 建設局 洛北第三３号公園（仮称）の整備推進 
・幡枝御反田公園開園：10/1 

・幡枝庄田公園開園：3/28 

50 八瀬小学校整備 体育館実施設計 教育委員会   

51 左京区行政推進会議の運営 毎月第４火曜日に開催  左京区行政推進会議の運営 ・毎月第4火曜日に開催 

 
 

平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

52 区民ふれあい事業の推進 

・煎茶会開催 

・ふれあいまつり開催 

・親子でたのしむ京の水

開催 

・ふれあいウォーキング

開催 

・心のふれあいみんなの

広場（講演会）開催 

・正月いけ花教室開催 

・作品展開催 

まちづくり

推進課 
区民ふれあい事業の推進 

・煎茶会：6/16 

・ふれあいまつり開催：7/26 

・親子ふれあい動物園開催：8/20 

・スポーツカーニバル開催：11/22 

・心のふれあいみんなの広場（講演と

てい談）開催：12/6 

・正月いけ花教室開催：12/18 

・文化フェスティバル開催：2/14 

・作品展開催：3/1～3 

 
53 多様な市民活動の支援 多様な市民活動の支援 

まちづくり

推進課 
多様な市民活動の支援 

・市民活動の支援（環境問題，交通安

全，スポーツ振興など），人材育成 

重点施策３ 区民と行政の協働によるまちづくり 
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平成２２年度重点事業 平成２１年度重点事業 

事業名 目標 所属等 事業名 実績 

 

54 
人権文化の構築に向けた取組の推進     

・憲法月間（５月）の

取組（街頭啓発） 

・人権強調月間（７月）

の取組（ふれあいまつり

人権ブース，人権啓発パ

ネル展示） 

・人権月間（１１月・

１２月）の取組 

（街頭啓発，ふれあい

ウォーキング，児童

絵画展，心のふれあ

いみんなの広場（講

演会）） 

まちづくり

推進課 
人権文化の構築に向けた取組の推進    

・憲法月間 

街頭啓発：5/20 

人権を共に考える見学会：6/10 

  啓発のぼり旗設置：5月中 

・人権強調月間 

四字熟語人権マンガ作品集展

示：8/17～28  

啓発のぼり旗設置：8月中 

・人権月間 

街頭啓発活動：11/25 

児童絵画展：12/6，12/8～18 

心のふれあいみんなの広場記念

講演とてい談：12/6 

啓発のぼり旗設置：12 月中 

55 障害のある方の地域での交流と理解の促進 

・精神疾患や障害について

知識や理解を深める講演

会の開催 

・精神に障害のある方のご

家族への支援教室の開催

健康づくり

推進課 

障害のある方の地域内での交流と理解 

の促進 

・精神保健福祉セミナー 

ストレス社会が生み出す「うつ」 

：9/7 57 人 

・統合失調症の方の家族セミナー 

：7/23 24 人 

・社会資源見学：9/11 14 人，2/26 17 人 

・地域出張セミナー：11/13 46 人 

・心ときめき芸術祭：11/19 249 人 

・施設オープンデイ：12 月と 3月 

 6 施設 52 人 
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平成２２年５月３１日 

左京区役所区民部総務課 

〒606-8511 京都市左京区吉田中阿達町１ 

tel. 075-771-4235  fax. 075-771-6900 
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