
 

 

 

 

重点方針➊ 美しい自然のまちづくり  

取組名 
２５年度重点取組 

目標 実績 備考 所属等 

分野：自然環境 

1 鳥獣被害対策 有害鳥獣による生活環境・農林作物被害の

軽減を図るため，防除・捕獲対策に対する

活動支援を行い，有害鳥獣の行動域の抑制

や出没しにくい環境づくりに取り組む。 

・ 地域に対し獣害対策チームの立ち上げを

支援 

・ 野生鳥獣保護協議会会員，関西野生生

物研究所，野生動物保護管理事務所関西

分室等との連携による追払いや捕獲 

・ 八瀬と市原野の自治連合会猿害対策チ

ームとの連携による追払い拡大 

・ 区職員による見回りや小規模な追払い，

注意チラシの配布 

・ 久多，北白川地域で獣害対策チームを

設立 

・ 八瀬，市原野の自治連合会獣害対策チ

ームへ追払い物品等の支援 

・ 野生鳥獣保護協議会会員，北部農業振

興センター，関西野生生物研究所，猟友

会等との連携による追払いや捕獲 

・ 区職員による見回りや小規模な追払い，

注意チラシの配布 

 

地域力推進室 

出張所 

産業観光局 

文化市民局 

2 地産地消イベント 地産地消による農林業の振興を図る。 

・ 「左京旬の朝市」を開催 

  

・ 「左京旬の朝市」を開催 (7/3，12/3） 

 

地域力推進室 

産業観光局 

3 左京の自然を愛で

るプロジェクト～チ

マキザサの再生を

左京から ☆2 

自然を愛でる豊かな心を涵養するため，花

脊・別所地域で絶滅の危機に瀕するチマキ

ザサ再生に向けた取組を実施する。 

・ チマキザサ再生委員会設立 

・ 小学生親子向け連続講座の開催（3回）， 

・ まちなかで笹を育てる里親への若苗の

株分け（11月） 

・ チマキザサ生育地域での保護活動の実

施 

 地域力推進室 

4 「エコ学区」事業 市民の自主性や多様性を尊重しつつ，学区

自らの「エコ学区宣言」を契機に環境意識が

向上し，エコ活動が拡充していくよう支援す

る。 

 

・ エコ学区宣言数 6学区 

 

環境政策局 

5 特別天然記念物オ

オサンショウウオの

緊急生息調査 

京都市内の河川に生息する日本固有種の

保全のための調査を実施する。 

 

鴨川水系と桂川の上流部である花背広河

原地域で調査を実施 

 

 

 文化市民局 

平成２５年度 左京区運営の総括表  



 

 

6 百井青少年村にお

ける野外活動事業

の実施 

自然体験や集団宿泊体験等を通した学びに

より，豊かな人間性や社会性を育むため，

野外活動事業を実施する。 

・ 野外活動事業及び野外活動の指導者養

成プログラムの実施 

野外活動事業（宿泊キャンプ体験（5月，7

月，8月，11月実施）や日帰りの野外体験事

業（4月，5月，6月，7月，9月，10月，11月，

12月，2月，3月実施））及び野外活動の指導

者養成プログラムを実施 

 文化市民局 

7 四季・彩りの森復活

プロジェクト 

管理が行き届かなくなり，ナラ枯れ被害やシ

カの食害が増加している東山連峰（瓜生山

以南）で，被害跡地の復旧，景観に配慮した

森林施業路等の整備，被害木の利用促進を

図る。 

・ 景観に配慮した森林施業路整備 

・ 被害木伐採，地域性苗木の植栽，防鹿柵

設置，保育 

左京区鹿ケ谷での取組 

・ナラ枯れ被害跡地への植栽， 

 防鹿柵設置等（12月～3月） 

・市民及び協力企業等と被害跡地への植樹

等（3月） 

・被害木利用促進イベントを京都伝統文化

の森推進協議会と 共催（12月） 

・森林施業路開設工事（11月～3月） 

 産業観光局 

8 北部農林業振興対

策 

北部地域の自然や文化，農林業等の維持，

継承に取り組む。 

・ ふるさと森都市フェスティバル開催 

・ 地域資源創出活動（山味一体コンテスト

等） 

・ふるさと森都市フェスティバル開催（8/4） 

・同フェスティバルにおいて，地域資源創出

活動（山味一体コンテスト）を実施 

・加工研究グループによる特産加工品の商

品化に向けた検討を実施（3月） 

 産業観光局 

9 北部地域における

市民農園の開園及

び運営支援 

・ 栽培講習会や収穫祭の実施 ・栽培講習会（4～11月） 

・収穫祭（9/8，10/20） 

・都市農村交流イベント（8/11，2/9） 

 産業観光局 

分野：まちの美化 

10 DO YOU KYOTO？ 

デー 

・ 毎月16日に公用車の使用自粛，庁舎周

辺の美化活動を実施 

・毎月16日に公用車の使用自粛，庁舎周辺

の美化活動を実施 

 全所属 

11 美化活動への支

援 

・ 一斉清掃への用具の貸出し，無料収集 ・ 一斉清掃への用具の貸出し，無料収集

(397件) 

 地域力推進室 

環境政策局 

分野：歩きやすいまち 

12 自転車の安全利

用の推進 

 「京都市自転車安心安全条例」に基づき，

自転車の点検整備・自転車損害賠償保険加

入等を促進するとともに，街頭啓発等を通じ

て，自転車の利用に関する安全意識の向上

を図る。 

・ 自転車の安全利用の促進及び自転車の

点検整備・自転車損害賠償保険加入促進

等の啓発チラシの作成 

・ 交通対策協議会や交通安全会連合会と

連携した街頭啓発 

・ TSマークの普及・促進 

 

・自転車の安全利用や点検整備，保険加入

の推進等の啓発チラシ・ポスターを作成 

・ＴＳマークの普及促進事業を実施（100円

点検チケットの発行） 

・京都府警察と共同で自転車安全利用講習

会を開催 
 

地域力推進室 

文化市民局 

都市計画局 



 

 

13 無電柱化事業 安全快適な通行空間の確保，災害時の避

難・輸送経路の確保，景観の保全・再生等

のため電線類の地中化を推進する。 

・ 銀閣寺宇多野線の電線共同溝新設工事

に係る地元との合意形成及び工事 

・銀閣寺宇多野線の電線共同溝新設工事

に係る関係者との再協議による変更計画

策定（3月完了）及び沿道地権者との地上

機器設置に係る交渉 

 

 建設局 

分野：自然と調和した都市基盤整備 

14 宝が池公園新景

観創造事業【新規】 

国内外の賓客や観光客に知名度が高い宝

が池公園が「次世代に引き継ぐ新しい桜の

名所」となるよう，新たにサクラを植樹できる

エリアの整備を行う。 

・ 測量・地質調査等の実施等 

・測量，土壌調査，基本計画に関する業務

委託を実施 

 建設局 

15 山間地域における

携帯電話通話エリ

アの拡大 

・ 鞍馬～花脊峠間（花脊峠側約半分）で竣

工予定 

・携帯電話事業者への通話エリア拡大要望 

・鞍馬～花脊峠間（花脊峠側約半分）竣工

（7月） 

 

総合企画局 

16 農地・水・環境保

全向上対策事業 

地域ぐるみの環境保全活動による農業農村

の多面的機能の維持を進める。 

・ 「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 

・遊休農地発生防止のため草刈等を実施 

・大原学院との連携による水生生物調査及

びオオムラサキ保護活動等を実施 

・遊休農地発生防止のため景観作物（コス

モス）を植栽 

・静原小学校との連携による農業体験学習

活動を実施 

 

産業観光局 

17 桜景観創造プロジ

ェクト 

桜並木の保全を図るため，寿命を迎えるサ

クラ（ソメイヨシノ等）の更新を行う。 

・ 第二疏水分線，岡崎周辺のサクラ更新

（25本）など 

・第二疏水分線（10本），岡崎周辺（46本）で

サクラの更新を実施 

 建設局 

18 北部地域と市街地

を結ぶ道路網等の

整備 

北部地域の安全で災害に強い道づくりを進

める。 

・ 京都広河原美山線（二ノ瀬バイパス）用

地買収，工事等 

・ 京都広河原美山線（鞍馬北工区）工事等 

・京都広河原美山線（二ノ瀬バイパス）用地

買収，工事等（10月トンネル貫通） 

・京都広河原美山線（鞍馬北工区）工事等 

 建設局 

19 北部地域における

交通機能の確保 

・ 北部山間地域における除雪及び凍結防

止剤散布 

・除雪及び凍結防止剤散布を実施（12月～）  建設局 

20 大原簡易水道の

再整備 

大原簡易水道組合から簡易水道事業の移

管を受け，老朽化への対応，防災上の観点

から，本市の基準に適合した簡易水道施設

（浄水場，配水管等）の再整備を行う。 

・第１浄水場整備工事及び配水管布設工事

を実施 

 上下水道局 

21 北部地域特定環

境保全公共下水道

の整備 

・ 大原及び静原地区で整備工事実施 

・ 大原，静原及び鞍馬地区の一部で供用

開始 

・大原及び静原地区で整備工事を実施 

・大原，静原及び鞍馬地区の一部で供用開

始（6，8，10，12，2月） 

 上下水道局 



 

 

分野：防災・消防 

22 花背消防吏員駐

在所耐震改修 【新

規】 

老朽化が著しく，耐震性能が不足している現

庁舎について，耐震改修を行う。 

・ 実施設計 

・再度耐震診断を行った結果，耐震性能を

有していることが判明し，耐震補強工事は

不要 

 

消防局 

23 地域防災体制の

構築 ☆3 

 

 

 

 

 

 

・ 防災対策を通じた地域コミュニティの強化

モデル事業の実施 

・ 避難所ごとの運営マニュアル作成 

・ 区総合防災訓練及び避難所運営訓練を

開催 

・ 市防災計画（原子力発電所事故対応対策

編）に基づく避難訓練の実施 

・ 災害用備蓄物資の充実 

・松ケ崎学区で住民手作りの区総合防災訓

練を実施（住民スタッフ約100人，参加者約

500人） 

・岩倉北学区で手挙げ方式の要援護者名

簿及び要援護者に配慮した避難訓練の計

画を作成 

・大原学区で緊急連絡網の整備を実施 

・避難所ごとの運営マニュアル作成（完成2

学区，着手20学区） 

・区総合庁舎備蓄倉庫にアルファ化米1万

食配備 

・各学区に避難所用備品を配備 

 地域力推進 

室 

行財政局 

 

24 いのちを守る橋り

ょう健全化プログラ

ムの推進 

災害時における都市機能の確保を図るとと

もに，平常時においても市民生活を守るた

め，プログラムに基づいた耐震補強や老朽

化修繕を進める。 

・ 花園橋，川岸橋など 

・プログラム対象橋りょうの耐震補強，老朽

化修繕に係る設計，工事（花園橋，川岸橋

など） 

 

 建設局 

 

重点方針➋ 歴史・文化・学問のまちづくり  

取組名 
２５年度重点取組 

目標 実績 備考 所属等 

分野：歴史資源・文化財 

25 史跡岩倉具視幽棲

旧宅の維持管理【新

規】 

昭和7年3月に国の重要文化財に指定され

た史跡岩倉具視幽棲旧宅の維持管理・公

開を行う。（6月予定） 

・史跡岩倉具視幽棲旧宅の開館（入場者 

5,860人）  

文化市民局 

分野：伝統行事 

26 左京区内の伝統行

事の保存・継承，振

興 ☆11 

区内の市登録無形民俗文化財等の伝統行

事の保存会・団体等の相互の連携や協力

を進めるためのネットワークづくりや伝統文

化の保存・継承，振興に取り組む。 

・ 市民しんぶん左京区版「左京ボイス」に

行事を紹介するミニコーナー等を設置 

・ 「左京伝統行事ぐるり旅2014」の発行 

・市民しんぶん左京区版「左京ボイス」に伝

統行年間カレンダーを掲載 

・「左京伝統行事ぐるり旅2014」の発行 

 地域力推進室 



 

 

分野：観光 

27 大原地区観光農村

育成支援 

大原地区で，優れた農村環境を生かした地

域づくりを進めるため，特産物の育成や農

業施設の維持・管理等を支援する。 

・大原百井町で農業用水路の改修工事を実

施（10月～1月） 

・（株）大原アグリビジネス２１に対し，米の

品質を高め，地域内農産物の利用拡大を

図るため，水稲色彩選別機，低温貯蔵庫を

導入（12月） 

 

 産業観光局 

28 岡崎地域活性化推

進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「京都岡崎魅力づくり推進協議会」を中心

に，多くの市民や関係主体との連携で岡崎

地域活性化ビジョンの推進を図る。 

・ 優れた地域資源を活かした四季折々の

魅力創出事業，ＩＣＴを活用した岡崎地域

の総合的な案内・情報発信等 

・ ビジョンの重要方策「神宮道（冷泉通～

二条通間）の歩行者専用化」に向けた関

連調査（測量，交通量調査等）と整備計

画づくり，憩いと賑わい創出事業「京都岡

崎レッドカーペット」の継続開催 

・岡崎秋の総合情報パンフレット「岡崎手帖」

発行（16万部） 

・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェ

ルジュ」運用開始（月平均約12,000アクセ

ス） 

・「スマートフォン向けアプリ」運用開始（8/30

～） 

・「京都岡崎レッドカーペット＆グルメフェス

タ」開催（9/7・8・15，約6.4万人来場） 

・まち歩き連続講座「岡崎探検」開催（通年，

計16回） 

・「左京区岡崎における神宮道（冷泉通～二

条通）と公園の再整備」に係るパブリックコ

メントの実施（1/22～2/20） 

・「左京区岡崎における神宮道（冷泉通～二

条通）と公園の再整備基本計画」策定（3

月） 

・「岡崎桜回廊ライトアップ＆十石舟めぐり」

開催（3/27～） 

・「プロジェクション・マッピング作品上映会」

開催（3/30） 

 

 総合企画局 

地域力推進室 

 

 

 

 

 

 

29 みやこめっせのＭＩ

ＣＥ拠点化  

京都市ＭＩＣＥ戦略推進に向けた基礎調査

の実施 

・ロームシアター京都との一体的利用を推

進するための連絡体制の構築  
産業観光局 

 



 

 

 

分野：文化・芸術 

30 伝統文化を楽しもう ・ 狂言に触れ親しみ，学ぶ催しを京都観世

会館で開催 

・京都観世会館で開催（2/18，約460人） 

 
 

地域力推進室 

31 京都会館の再整備 平成23年に策定した京都会館再整備基本

計画及び平成24年に取りまとめた基本設計

に基づき，建物価値の継承を検討しつつ，

再整備を行う。 

・ 実施設計及び建設工事 

・ 指定管理者による開館準備の推進 

・指定管理者による管理運営開始（4月） 

・京都会館賑わいスペース事業プラン策定

（5月） 

・京都会館ネーミングライツ名称（ロームシ

アター京都）発表（7月） 

・起工式（9月） 

・貸館利用受付開始（1月） 

・オープニング事業検討委員会開催（7，9，1

月） 

・オープニング記念事業「冠事業」第1期応募  

 受付開始 

 文化市民局 

32 美術館将来構想の

策定及び開館80周

年記念事業 

美術館が目指すべき美術館像を明らかに

し，専門家から高い評価を受けている既存

施設を有効に活用しつつ，時代の変化に適

応した機能の充実や求められる役割につ

いて検討する。また，開館80周年事業の実

施により，今後の更なる発展の契機とす

る。 

・ 京都市美術館将来構想の策定 

・ 開館80周年事業の実施  

京都市美術館将来構想の策定に向けた取

組 

・京都市美術館評議員会の下に「将来構想

検討委員会」を設置(6/5） 

・「美術館将来構想（中間まとめ）」の作成及

びパブリックコメントの実施(1/21-2/20） 

・京都市美術館将来構想の策定(3/31) 

 

開館80周年事業の実施 

・記念式典（11/11） 

・記念展の開催 

 文化市民局 

33 新「京都市動物園

構想」の推進 

平成21年策定の共汗でつくる新「京都市動

物園構想」に基づき，整備を推進する。 

・ 「アフリカの草原」（4/6），「ひかり・み

ず・みどりの熱帯動物館」（4/27 予定），東

エントランス（7月予定）オープン 

・ 「管理棟・病院・救護センター」供用開始

（6月予定） 等 

 

・「ゴリラのおうち～樹林のすみか～」工事

着手（8月） 

・「京都の森」工事着手（11月） 

・「ゾウの森」工事着手（12月） 

・「ゴリラのおうち～樹林のすみか～」竣工

（3月） 

 文化市民局 



 

 

 

分野：大学のまち 

34 地域活性化プロジ

ェクト「左京×学生縁

ねっと」 ☆7 

区内人口の約２割を占める学生のパワー

を地域のまちづくり活動に結びつけるた

め，学生が主体的に取り組むボランティ

ア活動を支援する。 

・ 学生向けボランティア講習会の開催 

・ 地域向けボランティア講習会の開催 

・ ボランティア活動メニューの集約及び登 

録学生への周知 

・登録学生ボランティア 115人 

・ボランティア活動実績 12件 

 （別所・広河原での雪かき，鞍馬の火祭り

会場での誘導・案内，静原ハイキングコー

スの整備等） 

・学生向けボランティア説明会の開催（6回） 

・地域向けボランティア受け入れ説明会の

開催（3回） 

 地域力推進室 

35 区内の大学との連

携  

・ 「大学のまち・左京」推進協議会開催 

・ 大学での研究成果や学生の地域活動に

関する展示を区総合庁舎内で実施 

・「大学のまち・左京」推進協議会開催

（11/21） 

・区総合庁舎1階区民ロビーに「大学のまち・

左京」展示スペースを設置 

・大学の市民向けイベント・事業を市民しん

ぶん区版やホームページ等で広報 

 地域力推進室 

 

重点方針➌ ひとにやさしいぬくもりのまちづくり  

取組名 
２５年度重点取組 

目標 実績 備考 所属等 

分野：子ども 

36 錦林小学校・新洞

小学校統合整備【新

規】 

4月に新洞小学校と統合する錦林小学校に

おいて，児童の教育環境充実のため，錦林

小学校の改修等を行う。 

・校舎床修繕工事着工（7月），完了（10月） 

・トイレ洋式化工事着工（11月），完了（3月） 

 教育委員会 

37 宝が池公園スポー

ツ広場グラウンド改

修 【新規】 

長年の風雨等の影響により，少年のスポー

ツ活動に重大な支障が出かねない状況に

あるため，地盤等の改修工事を行う。 

・工事着工（11月） 

・竣工（2月） 

 

 教育委員会 

38 ようこそお母さん事

業 ☆8 

各学区の民生児童委員が子ども支援セン

ターや保健センターと連携し，子育て中の

家庭が気軽に育児等を相談できる体制を

築く。２５年度は全学区での実施を目指す。 

・ 「こんにちは赤ちゃん事業」の全戸訪問

の際に，本事業の案内を渡し，希望される

子育て家庭に対し，民生児童委員が子ど

も支援センターだよりや，子育てサロンの

案内等子育てに役立つ情報を提供。 

・「こんにちは赤ちゃん事業」の全戸訪問

の際に，本事業の案内を区内 26学区全学

区で実施済み 

・民生児童委員による情報提供サービスを

実施（367件） 

 福祉介護課 

支援課 



 

 

39 子育て支援及び児

童虐待防止のため

のネットワーク 

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

を進める。 

・ 子育て支援調整会議等の開催による連

携強化 

・ 要保護児童対策地域協議会代表者会議

等の開催 

・ 子育てサロン交流会の開催 

・ 子育て支援調整会議（6/28） 

・ 要保護児童対策地域協議会代表者会議

（6/28） 

・ 要保護児童対策地域協議会実務者会議   

（6/20，9/19，12/5，3/14） 

・ 左京区子育て支援ネットワーク会議（北部

12/10・中部 11/29・南部 11/26） 

・ 左京区地域子育て支援ステーション会議

（6/14，10/30） 

 支援課 

40 こんにちはプレマ

マ事業，こんにちは

赤ちゃん事業 

初妊婦や支援が必要な妊婦及び生後4箇

月までの赤ちゃんのいる全ての家庭に，保

健師又は助産師が訪問することにより，妊

娠から出産，育児期まで切れ目のない支援

を行う。 

・ 母子手帳交付時に面接，支援が必要な

妊婦訪問 

・ 生後4箇月までの赤ちゃんのいる全家庭

を訪問 

・ 母子手帳交付時面接（1,233件） 

・ 妊産婦訪問（1,704件） 

・ 支援が必要な妊婦訪問（104件） 

・ 生後4箇月までの赤ちゃんのいる全家庭

を訪問（1,340件） 

 健康づくり推進課 

41 すくすく子育てサポ

ート事業 

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する。 

・ プレママ・パパ教室，親子で楽しむ健康

教室，親子すこやか発達教室の開催 

・ プレパパ・ママ教室を月１回開催（379人） 

・ 親子で楽しむ健康教室開催 （13回・104

組（母106人,子131人）） 

・ 親子すこやか発達教室開催（6回，44組） 

 健康づくり推進課 

 

42 北部山間地域の子

育て支援～広げよ

う！やまの子育ての

輪～ 

・ 北部地域において，乳幼児を対象とした

身体測定・健康相談，地元主体での交流

会の開催 

・ のびのびやまの子育て 健康相談＆交

流会開催(7/4・26人，11/14・17人) 
 

健康づくり推進課 

43 子どもとともに育む

親支援（5歳児健康

教室） 

5歳児を中心に就学へつなげるための生活

基盤づくりとして，医師による講演会や子育

て相談とアドバイス（栄養，歯科，育児，手

洗い）等の親支援を実施 

・ 講演会及び子育て相談とアドバイス 

・ 第1回小児科医のお話（6/24・16人） 

・ 第2回わくわく健康相談（7/31・17組） 

・ 第3回医師による健康相談（8/29・13人）  

健康づくり推進課 

44 多様な保育サービ

スの充実 

保育の質の向上と待機児童解消のため，

体制充実を図る。 

・ グループ型小規模保育事業及び保育所

実施型家庭的保育事業を各１箇所新規

開設（松ケ崎，北白川） 

・松ケ崎，北白川で新規開設（4/1） 

 

保健福祉局 



 

 

45 岩倉南小学校の整

備  

児童数の増加による教室等の不足が懸案

となっている岩倉南小学校において，増収

容に向けた取組を進める。 

・ 校舎増築工事基本計画策定完了 

・ 基本設計・実施設計 

・実施設計完了 

 

 教育委員会 

46 八瀬小学校の整備 ・ 校舎建設工事竣工予定 ・新校舎新築工事 

・新校舎供用開始（3月） 

 教育委員会 

47 花背山の家の改修 

    

アセットマネジメント推進事業における劣化

度調査により，対応が必要となった花背山

の家において，改修を行う。 

・ 本館浴室（1室）の防水工事着工 

・ 空調改修工事着工等 

・ロッジ棟の空調工事完了 

 

教育委員会 

分野：高齢者 

48 介護基盤整備助成 

【新規】 

「第５期京都市民長寿すこやかプラン」に基

づく介護基盤整備を行い，高齢者が住み慣

れた地域で健やかに暮らせる「健康長寿の

まち京都」をつくる。 

・ 広域型特別養護老人ホーム整備助成

（第２市原寮（仮称）） 

・着工（平成26年1月） 

・開設予定（平成27年3月） 

 保健福祉局 

49 地域包括ケアの充

実  

・ 地域ケア連絡協議会のネットワーク充実 

・ 地域包括支援センターの支援 

・ 高齢サポート（地域包括支援センター）

専門職員による単身高齢世帯の全戸訪問

の継続 

・ 運営協議会で決定された年間方針を運

営委員会で具体化し，各関係機関と左京区

の課題を様々な立場から重層的に協議を

行うことにより，連携を強化 

・高齢サポート職員による単身高齢者世帯

への全戸訪問を継続実施 

 福祉介護課 

支援課 

保健福祉局 

50 高齢者にやさしい

店事業 ☆9 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生

活し，認知症になっても安心して暮らせるま

ちづくりを目指し，「認知症あんしんサポー

ター養成講座」等の開催により高齢者にや

さしい店づくりを進めるとともに，タクシー事

業者等との連携を検討する。 

・ 登録店舗の増加（40店舗） 

・ 登録店舗へのスキルアップ講座等開催 

・ 地域包括支援センターとの連携等 

・登録店舗 208店舗（53店舗増加） 

・登録店舗に対するスキルアップ講座等開

催（認知症あんしんサポーター養成講座

（7/31・2/12・11/11，７５人），高齢者にやさ

しい店フォローアップ講座（9/13，148人） 

・地域包括支援センターとの連携・情報提供

（随時） 

・徘徊模擬訓練（11/2・11/16）への協力 

・登録店一覧の更新 

・ステッカー，ポケットティッシュ等の配付 

 支援課 



 

 

51 高齢者の居場所づ

くり支援  

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生

活できるよう，独居高齢者等を対象に，人と

の触れ合いの場となる「居場所」を提供す

る地域住民・団体等に対する支援を行う。 

・ 施設のバリアフリー化等の整備費用や

備品購入経費，運営経費の一部を助成 

・居場所の設置（新規4箇所，累計8箇所） 

 

 保健福祉局 

 

分野：障害のあるひと 

52 左京はあとふるコ

ーナー事業  

区総合庁舎１階区民ロビーを授産施設や共

同作業所等に利用していただき，障害のあ

る方の積極的な社会参加に向けた情報・コ

ミュニケーションの支援を図る。 

・ 市内の福祉施設で作られた製品販売の

実施 

・区総合庁舎1階区民ロビーにおいて，市内

の障害者福祉施設で作られた製品販売の

実施（68回） 

 

 支援課 

53 精神の障害につい

ての理解の促進と障

害のある方の地域内

での交流 

精神の障害についての理解の促進と障害

のある方の地域内での交流を進める。 

・ 精神疾患や障害の知識や理解を深める

講演会等開催 

・ 精神に障害のある方の家族への支援教

室開催 

・精神疾患や障害の知識や理解を深める講

演会開催（2回，219人） 

・心ときめき芸術祭（10/30・183人，10/31・

459人） 

・精神に障害のある方の家族支援教室開催

（7回，89人） 

 健康づくり推進課 

分野：市民参加・生活安全 

54 北部地域の古民家

活用ネットワーク事業

【新規】 ☆5 

北部地域において，空き家となっている古

民家の活用に関する地域の機運づくりを行

うことにより，北部地域へ定住又は滞在し

ていただける方を増やし，地域の活性化を

推進する。 

・ 自治組織を対象とした学習会 

・ 空き家調査，潜在需要調査 

・ お試し体験宿泊，交流イベント等の検討 

 

花脊・別所・広河原地域の取組 

・自治振興会役員等を対象とした学習会の

実施（12月） 

・住民を対象とした空き家に関するアンケー

トの実施 

・空き家情報のデータベース作成 

 地域力推進室 

 

55 宝が池公園体育館

（仮称）整備に係る基

本調査 【新規】 

宝が池球技場南側の遊休地を活用した新

たな体育館の整備を進めるため，基本調査

を行う。 

・ 候補地の状況調査，施設の基本概念・基

本図面の作成等 

・プロポーザルによる受託業者の選定及び

業務着手（5月） 

・調査報告書の取りまとめ（3月） 

 文化市民局 

56 左京区まちづくり活

動支援交付金 ☆1 

区基本計画の実現に向けて区民が自発

的，自主的に企画・運営する事業に対し，

財政的支援を行う。  

・ 交付金活用事業 24件（申請38件） 

・「左京博覧会」（3/2）で，交付金活用事業の

活動報告展示 

 地域力推進室 



 

 

57 久多地域の支え合

い・助け合いのまちづ

くり ☆6 

久多地域の様々な課題に対応し，地域の

活性化と定住促進を図るため，地域，大

学，行政の連携により，地域の課題を整理

するとともに支援の方策を検討する。 

・ 交通手段の確保をはじめとする課題に

ついて具体的な事業を検討 

・地域住民，京都府立大学，京都府，左京区

社会福祉協議会等でワークショップを開催

し，地域課題の解決策を検討（7回，125人） 

・ボランティア乗合タクシー運行実験を実施

（4回） 

 地域力推進室 

 

58 みんなでつくる左

京朝カフェ～朝からつ

ながるまちづくり ☆4 

左京区のまちづくりのために自主的な活動

をしたい方の出会いと交流の場をつくり，グ

ループ化を図り，活動を始めていただくとと

もに，区基本計画の実現に大きく寄与する

プロジェクトの芽を発掘する。 

・ 区民有志による朝カフェ企画運営グルー

プと協働して朝カフェを開催 

・ 朝カフェグループへの支援 

・左京朝カフェの開催（7回，延べ271人参加） 

・朝カフェグループ（12団体）への支援 

・第1回左京博覧会の開催（3/2） 

 地域力推進室 

59 地域コミュニティの

活性化  

「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」

や「京都市地域コミュニティ活性化推進計

画」に基づき，地域コミュニティ活性化に向

けた，地域住民等が主体となった取組に対

して支援を行う。 

・ 「地域コミュニティ活性化に向けた地域

活動支援制度」の充実（対象件数を増加） 

・ 「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータ

ルサイト」の運用 

・ 総合相談窓口「地域コミュニティサポート

センター」での相談受付 

・ 事業者への顕彰制度の創設 

・「地域コミュニティ活性化に向けた地域活

動支援制度」対象事業に助成金を交付（51

件，うち左京区5件） 

・「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータル

サイト」の運用 

・総合相談窓口「地域コミュニティサポートセ

ンター」での相談受付（435件，うち左京区

36件） 

・分譲マンション管理組合向け等の啓発チラ

シの作成・配布 

・きょうと地域力アップおうえんフェアの開催 

・地域コミュニティ活性化ロゴマークの作成 

・事業者への顕彰制度の創設 

 地域力推進室 

文化市民局 

60 里の生活環境基盤

整備事業 ☆10 

別所地域でのトイレ設置に向け，事業主体

である北部農林業振興協議会及び府と協

議等を実施する。 

・ 公衆トイレの設置 

・公衆トイレの工事着工 

・公衆トイレの工事完成（3月） 

 地域力推進室 

 



 

 

 

61 区民ふれあい事業 

☆13 

多様な世代の区民の出会い，ふれあいの

場を提供するための事業を開催する。 

・ 煎茶会開催（6月中旬） 

・ ふれあいまつり開催（7月下旬） 

・ 親子ふれあい動物園開催（8月中旬） 

・ ふれあいウォーキング開催（11/23） 

・ 心のふれあいみんなの広場開催（12月

上旬） 

・ 正月いけ花教室開催（12月中旬） 

・ 作品展開催（2月中旬） 

・煎茶会（6/7） 

・ふれあいまつり2013（7/28） 

・ふれあいｱｰﾄｾﾐﾅｰ（8/2） 

・ふれあいｳｫｰｷﾝｸﾞ（11/23） 

・心のふれあいみんなの広場 

 （12/10） 

・正月いけ花教室（12/19） 

・作品展（2/18～20） 

 

地域力推進室 

62 安心安全ネットワ

ーク 

・ 学区の安心安全ネット継続応援事業を

継続実施（「56 左京区まちづくり活動支

援交付金」に位置付け） 

・学区の安心安全継続応援事業を10学区で

実施 

 

 

地域力推進室 

文化市民局 

63 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講座開催 ・地域健康づくりサポーター養成講座開催（3

回，38人登録） 
 

健康づくり推進課 

64 感染症対策 感染症予防のための啓発及び発生時の感

染拡大防止に迅速かつ的確に取り組む。 

・ 予防接種（ポリオ，ＢＣＧ）実施 

・ ＨＩＶ（エイズ），性感染症をはじめとする

感染症対策実施 

・予防接種（ＢＣＧ926人） 

・インフルエンザに関する啓発 

・高齢者インフルエンザ予防接種自己負担

区分証明書（8,156人） 

・風しん・麻しんに関する啓発 

・ノロウィルス，O157に関する啓発 

・ＨＩＶ，性感染症検査（相談205件） 

 健康づくり推進課 

65 食育推進事業 健康で豊かな生活の実現を目指して，食の

重要性や食への感謝の念を再確認するた

め，食育を推進する。 

・ 食育セミナー，ふれあいファミリー食セミ

ナー開催 

・食育セミナー開催（3回，延べ66人） 

・ふれあいファミリー食セミナー（15回延べ

402組） 

 （わんぱくコース2回30組，すくすくコース11

回302人，プレママパパ3回43人） 

 健康づくり推進課 

66 お口の健康サポー

ト事業 

・ 歯科相談実施 

・ お口からはじめる生活習慣病予防教室

開催 

・ 乳幼児歯科相談（37人） 

・ 成人・妊産婦歯科相談（121人） 

・ お口からはじめる生活習慣病予防教室

開催（11/15，6人） 

 健康づくり推進課 

67 食品衛生・生活衛

生の推進 

毎年度策定する「食品衛生監視指導計画」

等に基づき，食の安全・安心対策や生活環

境整備を進める。 

・ 食品衛生講習会の開催 

・ ねずみ・昆虫等駆除相談，井水検査，居

住衛生相談 

・ 食品衛生講習会開催（41回，延べ990人） 

・ ねずみ・昆虫等駆除相談，井水検査，居

住衛生相談実施（ねずみ駆除相談50件，

昆虫等駆除相談425件，井水検査19件，居

住衛生相談76件） 

 

 衛生課 



 

 

68 街頭防犯カメラ設

置促進補助事業 

防犯カメラの設置を促進し，街頭での犯罪

（不法投棄を除く）の発生を抑止する。 

・ 市内で約150台分を交付予定 

・市内で42団体154台に対し，補助を実施し，

区内では1団体2台の設置に要する費用の

一部の補助を実施 

 

 

文化市民局 

 

69 京都マラソン 京都全体を盛り上げる一大事業として，京

都マラソンを開催する。 

 

・「京都マラソン２０１４」を開催（2/16，参加ラ

ンナー数15,532人，スタッフ数約14,400人，

応援者数約478,000人） 

 

文化市民局 

分野：交流・共生 

70 左京区総合庁舎の

整備等 

・ 公共交通機関の利用促進（ポケット時刻

表の配布，利用促進マップの配布） 

・ポケット時刻表の配布（6/11，4,000部） 

  

地域力推進室 

文化市民局 

交通局 

71 人権文化の構築 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

築を目指す。 

・ 憲法月間，人権強調月間，人権月間で

の啓発等実施 

・憲法月間（5月）…街頭啓発活動（5/14），啓

発のぼり旗の設置 

・人権強調月間（8月）…左京区民ふれあい

まつり2013人権ブース出展（7/28），人権啓

発パネル展（8/12～23），啓発のぼり旗の

設置 

・人権月間（12月）…左京区民ふれあいｳｫｰ

ｷﾝｸﾞ（11/23），街頭啓発活動（12/2），児童

絵画展（12/1～13），映画上映会（12/10），

啓発のぼり旗の設置 

 

地域力推進室 

 


