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 左京区役所では，「共汗で進める 新たな区政創生」の主旨を踏まえて区政を推進し，区役所を運営していきます。 

 その中で，昨年度に中間点検を実施した左京区基本計画「左京はあとふるプラン」の後期重点方針である，①「北

部地域への移住者や交流人口を増やす」，②「“ほんまもん”を楽しむ文化を育てる」，③「若者が活躍する仕組みを

つくる」，④「地域での顔の見える関係を築く」の４つの柱を基本に，よりよい左京のまちづくりを目指して取組を

進めていきます。 

 

 

１ ｢自分ごと｣｢みんなごと」のまちづくり 

  区役所が，総合調整機能を果たし，幅広い区民，団体等とのつながりを大切にしながら，様々な課題等を「ひ

とごと」とせず，｢自分ごと｣｢みんなごと」と捉える,参加と協働によるまちづくりを推進します。 

２ ｢笑顔,親切,丁寧,分かりやすい」市民応対 

  区民に一番身近な行政機関として区民の目線に立った応対を実施するとともに，常に改善に心がけ，サービス 

 向上を図っていきます。 

３ ｢伝える力｣｢聞く力｣の向上 

  各施策・事業について，説明責任を果たし，理念や目標，課題意識を市民と共有するとともに，区民の意見を 

 しっかりと受け止めて取組を進めていくため，その担い手である職員の｢伝える力｣｢聞く力｣（発信力，コミュ 

 ニケーション力，情報収集・分析力等）を向上していきます。 

４ 職員プロジェクトチームによる区役所改革の検討・実施 

  よりよい区役所を目指して，職員が所属の枠を越えて，一丸となって考え，取り組んでいくため，プロジェク  

  トチームにより区役所改革を検討し，実行していきます。 

 

 

    平成２３年度からの１０年間のまちづくりの指針である「左京はあとふるプラン」（左京区基本計画）が昨年度， 

 中間年である５年目を迎えたため，中間点検を行い，その結果，同プランが目指す３つの目標を基本に，後期重 

 点方針として，４つの柱を定めました。 

左京はあとふるプランの３つの目標 

美しい自然のまちづくり 歴史・文化・学問のまちづくり ひとにやさしいぬくもりのま

ちづくり 

自然を愛で，地球環境に配慮し

たエコライフを実践する左京 

歴史や文化を気軽に学び，楽しみ，

多彩な交流を育む左京 

すべてのひとが互いに認め合

い，支え合う温かいこころを持

つ左京 

 

  

 

北部地域への移住者や

交流人口を増やす 

〝ほんまもん″を楽

しむ文化を育てる 

若者が活躍する仕組みを

つくる 

地域での顔の見える関係を築く 

北部地域の特性を活か

した付加価値の高い仕

事づくりとフル民家（空

き家）の活用 

ほんまもん（土地のも

ん，旬のもん，伝統的

なもん，美しいもん，

こだわりのもんなど）

の価値を認め，生活に

取り入れる 

大学のまち・左京に集う 

学生が，在学中や卒業後

にその能力や感性を地域

社会で発揮できるクリエ

イティブで付加価値の高

い仕事を創出する 

防災や健康づくり，見守り活動，伝

統の継承等を通じた多世代，新旧住

民，多文化，障害をもつ人・もたな

い人の交流による地域コミュニテ

ィの強化とすべての人がいきいき

と暮らせる地域社会の実現 

基本方針 

区役所運営の基本的な考え方 

１ 基本方針等  

「左京はあとふるプラン」後期重点方針 

「区民が活躍する」取組，「区民の活躍を引き出す」取組の推進 
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提案型 5,358 

提案型 7,258 

提案型 8,208 

提案型 8,288 

提案型 9,413 

共汗型 15,802 

共汗型 15,862 

共汗型 14,432 

共汗型 14,382 

共汗型 15,492 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

２４年度

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

予算額の推移 単位（千円）

  

  

 

 

２８年度予算額：２４，９０５千円（２７年度：２２，６７０千円） 

 ・ 区民提案型支援事業では，「左京区まちづくり活動支援交付金」の予算額を増額し，重点分野部門に「地域

防災」，「まちの居場所づくり」の項目を追加し，区民の自主的なまちづくり活動を引き続きサポートします。 

 ・ 共汗型事業では，４つの新規事業を含む１８項目の事業を区民との共汗の下で実施します。 

 ・ ふるさと納税寄付金２００千円を活用し，「京の伝統文化体験 in大学のまち左京」を実施します。 

 

※ 平成 24 年度に新設した区独自予算。区民提案型支援事業は区民自ら実施する事業を支援するもので，共汗型事業は区民と区役所が協

働で実施する事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 左京区まちづくり活動支援交付金  ８，４１３千円（充実）（２７年度：７，５８８千円）［地域力推進室］ 

  左京はあとふるプラン（左京区基本計画第２期）の実現に向けて左京区内で自発的，自主的に企画・運営されるまち

づくり活動に対し，財政的支援を行います。（２７年度実績 申請：３９件，交付：２５件） 

・ 左京区の重点課題の解決を促進する「重点分野部門」の分野の項目に，新たに「地域防災」と「まちの居場所づく

り」を追加し，防災対策を通じた地域コミュニティの強化や，幅広い区民が気軽に集える居場所づくり等，地域のま

ちづくり活動を促進します。 

・ 地域と大学・学生が協働して行う取組に対しては，補助額を優遇します。 

・ 申請に向けた合意形成や組織づくり等を支援する講座を開催し，申請を後押します。 

・ 交付団体が交付対象事業について，まちづくりアドバイザーに相談できる活動相

談窓口を設置しています。 

 ・ 「重点分野部門」「地域活動部門」「研究成果還元部門」の他に「朝カフェグルー

プ部門」を新設し，左京朝カフェグループが実施するまちづくり活動を支援します。 

 

２ 安心安全ネットワーク継続応援補助金   １，０００千円（充実）（２７年度：７００千円）［地域力推進室］ 

  地域の「安心安全ネットワーク」が，防犯，地域福祉，防災，子どもたちの安全対策などの分野において，身近な安

心・安全のために実施する活動に対し，財政的支援を行います。２８年度は「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 

市民ぐるみ運動」の実施に伴い各学区の補助限度額を優遇します。 

 平成２８年度 左京区「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」予算（※）の概要 

２ 平成２８年度 「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」予算  

区民提案型支援事業 

静原地域の文化を楽しみ 

    継承するプロジェクト 

総額24,905 

 

総額 22,670 

 

総額 22,640 

 

総額 23,120 

 

総額 21,160 
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北部地域への移住者や交流人口を増やす～地元からの声を大切にしながら多様な取組を展開～ 

３ 山林整美隊（仮称）～ボランティアの力で荒れた里山を再生      １５０千円（新規）[地域力推進室] 

 放置山林所有者とボランティアとのマッチングを行い，放置山林の整備を促進します。事業の円滑な推進を目指して 

関係者（森林組合，行関係者等）から意見を聴取し，仕組みづくりを行います。 

 

４ 「農」を活かした北部山間地域魅力創造プロジェクト【産業観光局との共同提案事業】 

                               ２，６００千円（新規）［地域力推進室］ 

  左京区北部山間地域において，農家民宿や体験農園の普及支援，滞在型地域資源を活用した６次産業化の取組

強化などを展開し，さらに魅力ある地域づくりを進め，当該地域での関連所得の向上や定住人口や交流人口の増

加を促進します。 

 

５ 久多地域の支え合い・助け合いのまちづくり 

  ～ボランティア乗合タクシー自主運行支援（スタートアップ支援【３年間】） 

         ３７０千円（充実）（２７年度：２３０千円）［地域力推進室］ 

  バス・鉄道などの路線がない久多地域の生活交通手段の確保に向け，運行実

験として行われている「ボランティア乗合タクシー」を，地元住民による自主

運行に切り替え（9月予定），地域による持続可能な「生活の足」を確保する。  

 

６ アウトドア婚活・山村都市めぐり愛ツアー       

            ３００千円（２７年度：３００千円）［地域力推進室］ 

  北部地域活性化と少子化対策のための婚活支援として，北部山間地域で婚活 

 ツアーを開催します。 

 

７ 北部地域の古民家活用ネットワーク事業     ４５０千円（２７年度：１，０３０千円）［地域力推進室］ 

  北部地域において，空き家となっている古民家を移住希望者に紹介する等，地域が古民家活用を自主運用でき

る仕組みづくりを構築し，北部地域への移住促進を図ります。 

 

８ 北部山間地域の子育て支援           １３０千円（２７年度：１３０千円）［健康づくり推進課］ 

  花脊・別所・広河原地域の乳幼児を対象とした身体測定，健康相談会等を北部山間地域で開催します。 

 

〝ほんまもん″を楽しむ文化を育てる 

９ 「京都 左京 あゆみとくらし（仮称）」の発刊            ５１６千円（新規）［地域力推進室］ 

  区民の皆様に左京の歴史に興味をもって学んでいただくため，平成２４年度から市民しんぶん区版「左京ボイス」で

連載してきた「左京の歴史と文化」（全２２回）を１つの冊子にまとめて発刊します。 

 

１０ 左京食文化プロジェクト“ほんまもん”の食を楽しもう     １，０２０千円（充実）（２７年度：２００千円）［地域力推進室］ 

  左京区の「食」に関するもの・ことの継承，食育，「食」を通して，区北部山間地域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

共汗型事業 

ボランティア乗合タクシー 

山村都市めぐりあいツアー 
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11 京の伝統文化体験ｉｎ 大学のまち左京  

   ２００千円（２７年度：２５０千円）（ふるさと納税基金活用事業）［地域力推進室］ 

「大学のまち・左京」に全国各地・世界各国から集まった学生や留学生に対し，左

京の伝統文化を体験してもらう機会を創出し，左京の魅力を世界に発信していただ

く取組として，区内の大学への出前いけばな教室を実施します。 

 

12 「おつぎのまつり 左京伝統行事ガイド」の発刊   

                  ２５０千円（２７年度：７４０千円）［地域力推進室］ 

  左京区の国指定・市登録無形民俗文化財や，地域の特色ある伝統文化・行事の解説，開催日時な

どの情報を盛り込んだ冊子を発刊します。冊子の作成にあたっては，区内大学と協働し，大学生が

調査・取材，デザイン等を担い，学生ならではの斬新なアイデアを取り入れています。 

 

1３ “ほんまもん”の伝統文化を楽しもう～次代を担う子どもたちと一緒に学ぶ狂言 

            ７８０千円（２７年度：７８０千円）［地域力推進室］ 

  区内小学生等による狂言の鑑賞会を京都観世会館で開催し，伝統文化に親し

む機会を創出します。 

  

若者が活躍する仕組みをつくる 

1４ 地域活性化プロジェクト「左京×学生 縁ねっと」    １，２００千円（２７年度：１，２００千円）［地域力推進室］ 

   ボランティアに興味・関心のある学生に地域団体等が募集するボランティア活動情報を提供し，学生のアイデ

アや行動力を地域のまちづくり活動や課題解決にいかします。 

  28年度は，企画段階から活動できるボランティアメニューを充実させ，学生と地域団体の関係を強化します。 

 

地域での顔の見える関係を築く 

1５ 左京健康なまちづくりプロジェクト(仮称)            380千円（新規）［健康づくり推進課］ 

  「健康長寿のまち・左京」の実現に向けて，世代，分野を超えた健康づくりの取組を検討する，共汗型プロジ

ェクトチームを設置し，区民の主体的な健康づくりの輪を広げる取組を検討，実践することにより，区民の健康

に関する関心を高め，健康づくりを通じて「活気ある左京の地域づくり」を進めていきます。 

  

1６ 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 

     ６００千円（２７年度：６００千円）［地域力推進室］ 

  まちづくり活動に興味・関心のある方々の出会いと交流，まちづくり活動の

創出の場となる「朝カフェ」を開催します。 

  28 年度は，朝カフェから誕生したまちづくりグループの立ち上げから自立

までの支援の強化のため，グループ設立後の相談窓口の設置や，まちづくり活動支援交付金に「朝カフェグルー

プ部門」を新設します。 

   

1７ ようこそお母さん事業               ７２０千円（２７年度：７９０千円）［福祉介護課］ 

  民生児童委員が手作りのお祝品等を持参して新生児宅を個別に訪問し，子育て世帯が気軽に育児等を相談でき

る体制を築きます。 

 

1８ 高齢者にやさしい店                  ３３０千円（２７年度：３５０千円）［支援課］ 

  高齢者の見守り拠点・居場所となる店舗を拡大するために，登録店舗へのスキルアップ講座の開催，徘徊模擬

訓練の実施の支援，ニュースの発行など，認知症高齢者と家族を地域で支えるまちづくりに取り組みます。 

京の伝統文化体験 

      

 

伝統文化を楽しもう 

 

 

左京朝カフェ 
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１９ 左京区民ふれあい事業等            ４，５０７千円（２７年度：４，５０７千円）［地域力推進室］ 

  多くの区民が参加し広く交流できる事業として，煎茶会，ふれあいまつり，ふれあいセミナー，ふれあいウォーキン

グ，正月いけ花教室，区民作品展等を実施します。 

 

2０ 次代の左京まちづくり会議等            ２３９千円（２７年度：５７５千円）［地域力推進室］ 

  学識経験者や地域で活動されている方などで構成する「次代の左京まちづくり会議」による「左京はあとふるプラン」

（区基本計画）の進捗管理や，「大学のまち・左京」の推進等に取り組みます。 

 

 

 
平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

1 次代の左京まちづくり会

議等 

学識経験者や地域で活動されている方などで構成する「次代の左京まちづ

くり会議」による「左京はあとふるプラン」（区基本計画）の進捗管理や，「大

学のまち・左京」の推進等に取り組む。 

地域力推進室 

 

左京はあとふるプラン目標① 美しい自然のまちづくり 
平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

分野：自然環境 

2 鳥獣被害対策 地域住民主体の自主防除組織の設立及び活動支援をはじめ，野生鳥獣の

追払いやアライグマ捕獲委託など，野生鳥獣による生活環境被害対策に

関する支援を行う。 

・ 左京区獣害対策チーム連絡協議会への支援 

・ 各地域の獣害対策チームの追払い活動支援（追払い物品等の支援） 

・ 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 

・ 京都市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 

地域力推進室 

出張所 

産業観光局 

文化市民局 

3 地産地消イベント 地産地消による農林業の振興を図る。 

・ 「左京区農産物共進会」を開催 (11月予定，場所：下鴨神社) 

産業観光局 

4 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  

自然を愛でる豊かな心を養うため，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。 

・ チマキザサの保護・育成のための防鹿柵の設置（4/10，10月下旬予定） 

・ 生育環境調査（通年） 

・ 企業・団体へ寄付やボランティア等の協力を募る 

・ 花背小中学校と高倉小学校との交流会（花背山の家）を実施（9月上旬） 

地域力推進室 

5 「エコ学区」関連事業 地域ぐるみでの環境にやさしいライフスタイルへの転換と家庭部門での温

室効果ガス排出量削減を目指し，学区の主体的なエコ活動の充実と活動

参加者の拡大を更に図るため，学区を支援する。 

・ 学習会等の多彩なプログラムの実施 

・ 支援物品の配布等による支援 

環境政策局 

6 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。 

・ 27年度に引き続き，鴨川水系，桂川水系での生息調査を実施 

文化市民局 

7 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 

文化市民局 

8 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。 

○東山連峰での取組 

 ・ ナラ枯れ被害跡地への植栽，防鹿柵設置等 

 ・ 市民及び協力企業等と被害跡地への植樹等（3月） 

産業観光局 

３ 左京区内の主な事業  

ふれあいウォーキング 
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平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

9 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（7～8月） 

・ 「農」を活かした北部山間地域魅力創造プロジェクトの推進。（11に記載） 

産業観光局 

10 北部地域における市民

農園の運営支援 

・ 収穫祭等の開催 

・ 大原戸寺町の市民農園「とでら里の楽農園」区画増設（4月） 

産業観光局 

11 「農」を活かした北部山

間地域魅力創造プロジェ

クト【産業観光局との共同

提案事業】【新規】 

滞在型グリーン・ツーリズムの拠点となる農家民宿の開設支援や開業者の

人材育成，地域の魅力を楽しむ体験プログラムの開発支援等を通じて，集

落ぐるみで受入体制を整備する。 

・ 農家民宿を核とした取組 

・ 体験農園を核とした取組 

・ 地域資源を活用した6次産業化の推進 

産業観光局 

地域力推進室 

12 山林整美隊（仮称）～ボ

ランティアの力で荒れた

里山を再生【新規】  

・ 「北部地域との交流・促進」，「左京区の自然の魅力発信」，「災害に強い 

まちづくり」を目的として，放置山林所有者とボランティア団体とのマッチン 

グを行い，放置山林の整備を促進する。 

・ 関係機関へのヒアリング，SNSや区ホームページ等による事業周知を行 

い，活動を希望するボランティア団体，山林所有者の情報収集を行い，デ 

ータベースを作成する。 

地域力推進室 

分野：まちの美化 

13 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などの環境に優し

い行動の実践 

全所属 

14 美化活動への支援 一斉清掃への用具の貸出し，回収ごみの収集 地域力推進室 

環境政策局 

分野：歩きやすいまち 

15 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，自転車の安全利用を推進する。  

・ 教習所を活用した自転車安全利用講習会の実施 

地域力推進室 

建設局 

都市計画局 

16 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（銀閣寺道）の電線共同溝新設工事（継続） 

建設局 

17 松ヶ崎地区あんしん歩

行エリア事業 

歩行者の通行区分の明確化や歩道の段差改善を行い，安心かつ快適な歩 

行空間の確保を図る。 

・ 市道 北泉通（下鴨本通～松ヶ崎通；北泉橋を含む） 

建設局 

18 都市計画道路北泉通の

整備 

都市計画道路北泉通の未整備区間（高野川への新橋架設を含む）を整備

することで，歩道ネットワークを形成し，左京区総合庁舎へのアクセス向上

を図る。 

建設局 

分野：自然と調和した都市基盤整備 

19 農業・農村多面的機能 

 強化事業（旧農地・水・環 

 境保全向上対策事業） 

農業・農村の多面的機能が今後も適正に発揮されるよう，地域活動や営農

の継続等の活動等に対する支援を行う。 

・ 「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 

・ 「久多地域活動組織」での活動支援 

産業観光局 

 

20 宝が池公園新景観創造

事業 

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，新たにサクラ等を植樹できるエリアの整備を

行う。 

・ 園路工事及び植樹 

建設局 

21 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。 

・ 平成28年度の樹勢診断調査の結果を基に，子供の楽園北入口付 

近他で，サクラの更新を実施予定。 

建設局 

22 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（鞍馬北工区）  

 ・ 道路改良工事，用地買収等 

建設局 

23 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 建設局 
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平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

24 ケヤキ並木保全創造プ

ロジェクト 

ケヤキ並木の保全を図るため，ケヤキの樹勢回復処置，更新を行う。 

・ 平成25年度の樹勢診断結果に基づき，白川通において，引き続きケ 

ヤキの樹勢回復及び更新を実施予定。 

建設局 

25 道路の森づくり事業 「環境モデル都市・京都」にふさわしい街路樹に覆われた「道路の森づくり」

を目指し，低木植栽のみとなっている既存道路の中央分離帯に可能な限り

新たな高木を植栽する。 

・ 北大路通（賀茂川～東大路通） L=1.9㎞ 

建設局 

分野：防災・消防 

26 地域防災体制の構築  ・ 土砂災害警戒区域指定に係る住民説明会の開催 

・ 土砂災害警戒区域指定を受けた学区における土砂災害ハザードマップ

の作成及び全戸配布 

・ 久多，広河原学区における原発防災訓練の実施（隔年実施） 

・ 各学区における避難所運営訓練の実施 

地域力推進室 

行財政局 

 

27 「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。 

・ 北大路橋，山端跨線橋など 

建設局 

28 京都市野外活動施設花

背山の家橋梁改修工事

【新規】 

経年劣化した橋梁を改修する。（平成29年3月竣工予定） 教育委員会 

29 自主防災組織の活動能

力の向上（防災行動マニ

ュアルの作成） 

・ 平成29年度までに全自主防災会において，対象となるマニュアルの策

定完了を目指す。 

・ 総合防災訓練等において，策定した防災行動マニュアルを検証し，その

結果に応じて，見直し及び修正等を行う。 

・ 四半期ごとに進捗状況の報告を求める。 

消防局 

30 災害用マンホールトイ  

  レの設置 

災害時のトイレ機能を確保するため，避難所となる修学院小学校及び岩倉

北小学校において，災害用マンホールトイレを設置する。 

上下水道局 

31 北部山間地域における  

  光ファイバを利用したイ 

  ンターネット環境の整備 

  促進【新規】 

通信事業者の工事が平成２８年度内に完了するよう必要な調整を行う。 総合企画局 

 

左京はあとふるプラン目標② 歴史・文化・学問のまちづくり 
平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

分野：歴史資源・文化財 
32 左京食文化プロジェクト

「“ほんまもん”の食を楽

しもう」 

左京区の特産物や，伝統的な加工品，行事食，食にまつわる左京ならでは

のしつらえや工芸品など，左京区の「食」に関するもの・ことの継承，食育，

「食」を通した区北部山間地域と南部地域の交流促進を目的とした事業に取

り組む。また，左京ボイス（市民しんぶん左京区版）で食文化に関するコラ

ムを連載する。 

地域力推進室 

分野：伝統行事 

33 伝統行事情報の発信 区内の伝統行事・文化のPRに取り組む。 

・ 「おつぎのまつり 左京伝統行事ガイド」の発行 

・ 市民しんぶん左京区版「左京ボイス」に伝統行事カレンダーを掲載 

地域力推進室 

分野：観光 

34 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。 

・ 「京都岡崎ハレ舞台」など地域連携型魅力創出事業の継続 

・ 「京都岡崎コンシェルジュ」や「岡崎手帖」を活用した岡崎の総合的な案

内・情報提供の推進 

・ 市電車両を活用した総合案内・情報発信事業「岡崎市電コンシェルジュ」

の開始 

・ 国重要文化的景観制度に基づく景観及び近代化遺産の保存と活用（「京

都岡崎の文化的景観」の普及・啓発） 

総合企画局 

地域力推進室 

文化市民局 
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平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

35 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。 

産業観光局 

36 みやこめっせのＭＩＣＥ

拠点化  

みやこめっせ，ロームシアター，国際交流会館など岡崎地域施設の一括活

用と，美術館，庭園など多彩な集積資源をいかしたユニークベニュー活用

化を推進する。 

産業観光局 

37  「京の七夕」事業 

  【新規】 

「一年に一度願いごとをする」という七夕にちなんで，「祈り」や「願い」をテ

ーマに旧暦の七夕にあたる８月に開催する。平成２８年度からは堀川・鴨川

の２会場に加え，岡崎・貴船地域においても，民間事業者・市民団体等に，

「京の七夕」への連携・協力会場として七夕関連イベントを実施いただき，特

色のある様々な七夕イベントを楽しむことができる場・機会の充実を図る。 

産業観光局 

37 観光地トイレのおもてな 

  し向上プロジェクト 

観光地のトイレについて，より一層，市民力，地域力を活かすとともに，民

間活力の更なる導入を図りながら，早急かつ計画的に「量」と「質」を充実す

る。 

・ 「観光地の公衆トイレリニューアル」事業において，岡崎グランド西南角 

公衆便所等23箇所（うち，左京区内4箇所）の整備の完了 

・ 観光トイレ認定箇所数の拡大に向けた取組の推進 

環境政策局 

分野：文化・芸術 

38 京の伝統文化体験in大

学のまち左京 

「大学のまち・左京」に全国各地・世界各国から集まった学生や留学生に対

し，左京の伝統文化を体験してもらう機会を創出し，左京の魅力を世界に発

信する。 

・ 未生流笹岡家元 笹岡隆甫氏によるいけばなの講義と実習を左京区内

の大学で開催 

地域力推進室 

39 “ほんまもん”の伝統文

化を楽しもう～次代を担う

子どもたちと一緒に学ぶ

狂言 

京都観世会館で区内小学生等を対象に，狂言に触れ楽しみ，伝統芸能の

成り立ちを学ぶ催しを開催する。 

地域力推進室 

40 「京都 左京 あゆみとく 

  らし（仮称）」の発刊 

  【新規】 

区民の皆様に左京の歴史に興味をもって学んでいただくため，平成２４年

度から市民しんぶん区版「左京ボイス」で連載してきた「左京の歴史と文化」

（全２２回）を１つの冊子にまとめて発刊する。 

地域力推進室 

41 ロームシアター京都オ 

 ープニング事業 

ロームシアター京都が多くの方に愛され，より質の高い舞台芸術を表現で

きる新たな文化創造の場となるため，多様なオープニング事業を実施する

（12月頃まで） 

文化市民局 

42 美術館再整備基本設計

に着手 

美術館が今後とも国内外の多くの人々を魅了する世界に誇れる美術館とな

るよう，「京都市美術館将来構想」を踏まえ，平成 27年 3月，施設の整備概

要や運営方針などをまとめた「京都市美術館再整備基本計画」を策定した。

平成 28年度は実施設計・施工に着手する。（平成 29年１月） 

文化市民局 

43 京都市動物園グランド

オープン記念事業の実施 

京都市動物園グランドオープン記念事業の実施 文化市民局 

分野：大学のまち 

44 地域活性化プロジェクト 

 「左京×学生 縁ねっと」  

区内人口の約2割を占める学生のパワーを地域の活性化に結びつけるた

め，地域のまちづくり活動に学生ボランティアが参加する枠組み「左京×学

生 縁ねっと」を運営する。 

・ 学生向けボランティア説明会の開催 

・ 地域向けボランティア受入説明会の開催 

・ 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 

地域力推進室 

45 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所蔵品，学生の活動成果に関する展示を区総合庁

舎内で実施 

・ 区民が参加できる大学のイベント・事業について，市民しんぶん区版や

区ホームページ，区庁舎でのチラシ配架で広報 

地域力推進室 
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左京はあとふるプラン目標③ ひとにやさしいぬくもりのまちづくり 
平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

分野：子ども 

46 ようこそお母さん事業  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。27年度に引き続

き，全学区を対象に実施する。 

・ 「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 

福祉介護課 

支援課 

健康づくり推進課 

47 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 

・ 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 

・ 個別ケース検討会議の開催 

・ 子育て支援ネットワーク会議開催 

・ 地域子育て支援ステーション会議開催 

支援課 

48 子育て応援ひろば 

  ～親子で元気！（仮称）

【新規】 

出張つどいのひろばを左京区役所庁舎内で実施し，福祉事務所，保健セン

ター，保育所等が連携して子育てに関する相談や交流，また，子育て世代

の健康づくりを支援します。 

支援課 

健康づくり推進課 

48 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，支援が必要な妊婦を訪問 

・ 生後4箇月までの赤ちゃんのいる全家庭を訪問 

健康づくり推進課 

49 親子の健康づくり講座 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・パパ教室開催（年12回予定） 

・ 親子すこやか発達教室開催（年10回予定） 

健康づくり推進課 

 

50 北部山間地域の子育て

支援 

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

の交流会の実施 

・ 「のびのび山の子育て 健康相談＆交流会」の開催（年2回予定） 

健康づくり推進課 

51 グランパ，グランマ世代

にも役立つ子育て講座 

子育てをしている親と子育てを支援している祖父母等を対象として子育て

に必要な知識の普及啓発を実施 

・ じぃじばぁばの子育て講座開催（年3回予定） 

健康づくり推進課 

52 家庭教育講座 「京都はぐくみ憲章」の趣旨を踏まえ，家庭の教育力の向上を目指し，学

校・幼稚園において，保護者が育ち学べる取組の機会の充実を図る。 

・ 全ての市立小・中学校及び幼稚園において，年間2回以上実施 

教育委員会 

53 子どもを共に育む『親支 

 援』プログラム～ほっこり 

 子育てひろば～ 

親同士が話合い等を通じて交流することで，親が子育てにおいて感じる不

安や悩みなどを軽減し，親自身が子どもと共に成長することを目的としたプ

ログラムを活用した講座を学校・児童館・保健センター等で実施する。 

教育委員会 

54 携帯電話市民インストラ 

  クターによる啓発講座 

・ 子どもの携帯情報通信機器（スマートフォン・ゲーム機等を含む）利用に

伴う危険性や依存性から子どもたちを守る取組を社会全体で展開する。 

・ 小中学生が主体的に課題を理解して自ら解決策を考え，保護者の課題

意識の向上及び家庭での行動の支援にもつながるプログラムを活用した

取組を推進する。 

教育委員会 

55 学校体育館防災機能強

化等リニューアル事業

（葵小学校） 

学校体育館について，外断熱，太陽光発電及び蓄電池の設置等を含む全

面リニューアルにより，防災機能強化型体育館として整備する。 

・ 4月：着工（予定），12月：竣工（予定） 

教育委員会 

分野：高齢者 

56 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の充実 

・ 地域ケア会議の充実 

・ 地域包括支援センターへの支援（地域ケア会議の開催支援） 

・ 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 

福祉介護課 

支援課 

保健福祉局 
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平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

57 高齢者にやさしい店 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。 

・ 登録店舗の増加 

・ 登録店舗に対するスキルアップ講座開催 

・ 地域包括支援センターとの連携・情報提供 

支援課 

58 高齢者の居場所づくり

支援  

全市で３００箇所の居場所を設置できるよう，助成制度を継続する。 保健福祉局 

分野：障害のあるひと 

59 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。 

・ 市内の障害者福祉施設で作られた製品販売を区総合庁舎で実施。 

支援課 

60 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。 

・ 精神疾患や障害についての知識や理解を深める講演会等開催予定 

・ 精神に障害のある方の家族への支援教室開催予定 

・ 家族懇談会（8回/年）開催予定 

健康づくり推進課 

分野：市民参加・生活安全 

61 左京区まちづくり活動支

援交付金  

区基本計画の実現に向けて区内で自発的，自主的に企画・運営される事業

に対し，財政的支援を行う。 

・ 重点分野部門を再編し，「地域防災」（新規），「まちの居場所づくり」（新

規），「地域文化振興」，「里山整備」，「定住促進」の5分野とする。 

・ 募集説明会・活動報告会を実施。 

地域力推進室 

62 北部地域の古民家活用

ネットワーク事業 

北部地域において，空き家となっている古民家を移住希望者に紹介する

等，地域が古民家活用を自主運用できる仕組みづくりを構築し，北部地域

への移住促進を図る。 

○ 花脊，別所，広河原地域…洛峰ココイマ・プロジェクトによる活動への

支援 

 ・ 空き家紹介ホームページ改修支援 

 ・ 個別物件のマッチングによるモデルケースの実現 

 ・ イベント開催による地域の魅力発信及び定住希望者との交流 

 ・ アンケート調査の継続 

○ 久多地域…久多里山協会空き家部会による自主的な活動をサポート 

地域力推進室 

 

63 久多地域の支え合い・助

け合いのまちづくり 

  ～ボランティア乗合タク

シー自主運行支援（スタ

ートアップ支援【３年間】） 

高齢化が進む久多地域の生活交通手段の確保を図る。 

・ ボランティア乗合タクシー運行実験を継続実施 

・ 地域による自主運行を開始予定（9月頃） 

地域力推進室 

 

64 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  

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ことを目指す。 

・ 区民有志による左京朝カフェ企画運営チームと協働して朝カフェを開催 

・ 朝カフェから誕生したグループへの支援 

・ 希望する地域や団体のワークショップ等に，左京朝カフェの運営スタッフ 

が出張し運営ノウハウを伝授する出張朝カフェを実施 

・ 朝カフェから誕生したグループ等の活動発表や交流を図る「左京大博覧 

会」を開催 

・ 朝カフェから誕生したまちづくりグループの立ち上げを支援するサポー

ターズクラブ（仮）を設置 

地域力推進室 
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平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

65 地域コミュニティの活性

化  

平成28年3月に改定した「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。 

・ 地域コミュニティの活性化に向けた新たな地域自治組織の検討 

・ 区役所・支所と各種団体，ＮＰＯ，幼・保・小・中・高・総合支援学校・ＰＴＡ・

学校運営協議会，大学，企業との連携の推進 

・ 住宅関連事業者等と連携した自治会・町内会への加入促進 

・ 自治会・町内会への加入を促進するための「地域力アップキャンペーン

月間（仮称）」の設定 

・ 「地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の運用 

・ 「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 

・  「きょうと地域力アップ貢献事業者等表彰」の運用 

地域力推進室 

文化市民局 

66 左京区民ふれあい事業 

  等  

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（6月中旬） 

・ ふれあいまつり2016（7月下旬） 

・ ふれあいセミナー（8月中旬） 

・ ふれあいウォーキング（11月下旬） 

・ 心のふれあいみんなの広場（12月上旬～中旬） 

・ 正月いけ花教室（12月中旬） 

・ 作品展（2月中旬～下旬） 

地域力推進室 

67 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の支援内容を充実して実施 地域力推進室 

文化市民局 

68 世界一安心安全おもて 

  なしのまち京都 市民ぐ 

  るみ推進運動【新規】 

○ 地域の安心安全活動支援事業 

 ・ 町内会等の地域団体や学生，事業者が行う地域の安心安全の活動に

対して，資金面から支援する。また，啓発活動を行う団体に対しては，啓発

物品を支給する。 

○ 花いっぱい・やさしさあふれる美しいまち事業 

 ・ 花いっぱい・やさしさあふれる美しいまちを実現し，犯罪の発生しにくい

環境作りを進めるために，園芸教室を開催する。 

○ 青色防犯パトロール活動支援事業 

 ・ 青色防犯パトロールの支援活動として，新規登録者に回転灯・啓発マ

グネットの提供を行う。 

○ 防犯・防火啓発ブック（英語版）発行 

 ・ 外国人住民が犯罪に巻き込まれないために，防犯・防火啓発ブックの

英語版を発行する。 

○ 京都市防犯カメラ設置促進補助事業 

 ・ 地域の防犯活動の一環として，防犯カメラを設置する事業に対する費

用を助成する。 

地域力推進室 

文化市民局 

69 地域健康づくりグルー

プ育成事業 

○ 左京さくらちゃん体操ひろば開催（毎週水曜日14：00～14：30） 

○ 健康づくりサポーター養成講座（10/14，21，26，11/2）  

○ 健康づくりサポーター活動支援 

 ・ 健康づくりサポータースキルアップ講座 複数回予定 

 ・ 出前講座（依頼に応じて） 

 ・ 乳がん健診会場での乳がん予防啓発 複数回 

健康づくり推進課 

70 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（ＢＣＧ）実施 

・ 高齢者インフルエンザ予防接種自己負担区分証明書発行 

・ 結核，ＨＩＶ（エイズ），性感染症をはじめとする感染症対策に関する啓発

活動 

健康づくり推進課 
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平成２８年度の重点取組 

取組名 目標 所属等 

71 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。 

・ 食育セミナーの開催 

 女性のための栄養教室（6/7，10），男の料理教室（8/31），京クッキング

(2/7．10)  

・ ふれあいファミリー食セミナーの開催  

 おべんとうクッキング（7/26） 

健康づくり推進課 

72 お口の健康サポート事

業 

・ 成人・妊婦歯科相談（第2水曜） 

・ お口からはじめる生活習慣予防教室（6/10） 

健康づくり推進課 

73 左京健康なまちづくりプ

ロジェクト(仮称)【新規】 

「健康長寿のまち・左京」の実現に向けて，プロジェクトチームを設置し，区 

民の主体的，継続的な健康づくりの取組の輪を広げるためのワークショッ 

プやキックオフイベントを実施します。 

健康づくり推進課 

地域力推進室 

福祉介護課 

支援課 

74 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

策を進める。 

・ 生活環境整備を進める。 

・ 民泊対策について取り組む。 

衛生課 

75 宝が池公園体育館（仮

称）整備 

宝が池公園スポーツ広場の雨水排水状況と将来の排水計画について調

査・検討を行うとともに，体育館整備の準備工事として必要な建設予定地部

分の埋設管移設工事について実施設計を行う。 

文化市民局 

76 防犯カメラ設置促進補

助事業 

「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」の取組の

中で引き続き事業を継続させ，犯罪（不法投棄を除く）の発生を抑止する。 

文化市民局 

 

77 京都マラソン２０１７ 京都全体を盛り上げる一大事業として「京都マラソン２０１７」を開催（2/19） 文化市民局 

分野：交流・共生 

78 アウトドア婚活・山村都

市めぐり愛ツアー 

北部地域活性化と少子化対策として婚活を支援 

・ 山村都市交流の森等の北部地域で市内在住又は通勤している男 

女を対象に婚活ツアーを実施予定 

地域力推進室 

79 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，日々の暮らしの中に人

権を大切にし，尊重し合う習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・ 京都」

の実現を目指す。 

・ 憲法月間（5月）…街頭啓発活動（5月中旬），啓発のぼり旗の設置（5月）  

・ 人権強調月間（8月）…左京区民ふれあいまつり2016人権ブース出展（7

月下旬），人権啓発パネル展（8月中旬～下旬），啓発のぼり旗の設置（8月） 

・ 人権月間（12月）…左京区民ふれあいウォーキング（11月下旬），街頭啓

発活動（12月上旬），児童絵画展（12月上旬～中旬），映画上映会等（12月

上旬～中旬），啓発のぼり旗の設置（12月） 

地域力推進室 

 

 

 


