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Ⅰ 平成１５年度実施状況及び平成１６年度実施計画の概要

１ 市政運営の各過程における参加の制度や仕組みの拡充に向けた取組
（１）政策の形成
平成１５年度の実施状況としては，重要な政策の形成に，市民の意見や提案が
反映されるよう，審議会の公開，審議会委員の公募，パブリック・コメントの実
施，市民ニーズをより一層的確に把握するため，公開フォーラムやアンケート，
モニター調査等の実施やインターネットを活用した新しい市民参加の手法として
電子会議室の試行実施を行った。
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるととも
に，電子会議室を本格実施する。
項
目
審議会等の公開
公募委員が在籍する審議会等
パブリック・コメント
アンケート，モニター調査

１５年度実績
５３件
２４件
１９件
１６件

１６年度計画
７９件
４０件
１８件
１５件

（２）政策の実施
平成１５年度においては，市民，団体及び企業等の事業実施段階への参加を推
進するため，ワークショップ手法の活用や団体，企業等が事業実施に参加する機
会の確保など，協働の取組を進めた。
平成１６年度においては，「ワークショップ等を活用した市民参加の全庁的推
進」を１６年度政策重点化枠として予算化するとともに，引き続き，これまでの
取組を充実させる。
項
目
ワークショップの実施数
団体や企業が参加する機会を確保す
る取組
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１５年度実績
３９件

１６年度計画
５５件

２９件

３５件

（３）政策の評価
平成１５年度においては，事業の企画や実施，評価の各段階における市民参加
度や市民満足度の状況を含め評価を行うなど，市民参加の視点に立った事務事業
評価を本格実施するとともに，政策評価については，市民の生活実感をアンケー
トにより把握し，評価を行う「市民満足度評価」（平成１６年度からは「市民生活
実感評価」に改称）を採用し，客観指標評価と併せて，試行実施した。
平成１６年度においては，政策評価制度の公正な運用と向上を図るための外部
機関として設置した「京都市政策評価制度評議会」へ公募委員に参画いただき，
評価制度への市民参加を更に進めたうえで，政策評価を本格実施し，職員への制
度の更なる浸透や客観的で分かりやすい指標の充実など，システムの定着と進化
を図っていく。
また，公共事業評価，学校評価システムなどについても，引き続き制度の充実
に取り組む。
（４）市民参加を進めるための行政の体制づくり
平成１５年度においては，市民参加に関する市職員の意識改革を進め，力量を
高める職員研修を実施するとともに，職員の市民参加の手法や知識を習得するガ
イドブックとして市民参加ガイドラインを作成した。また，市職員が市民の目線
で横断的に庁内情報を把握できるよう，庁内イントラネットの構築を行うととも
に，市民のニーズに迅速かつ的確に対応するため，事務事業部門への権限委譲の
促進に取り組んだ。
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるととも
に，市民のニーズに迅速かつ的確に対応し，協働の取組が進められるよう，区役
所機能の強化を推進する。

２ 地域における市民主体のまちづくり活動とその支援
（１）自主的な活動を始める手がかりの提供
平成１５年度においては，地域のまちづくり活動において重要な要素となる課
題・目標の発見と情報の共有等の学習の機会を提供するため，地域において実施
されているまちづくり活動等の取組への支援を行った。
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるととも
に，身近なまちづくりの活動拠点となる「暮らしの工房」づくりの支援に向け検
討を行う。
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（２）市民力・地域力を高める取組への支援
平成１５年度においては，企業や大学等の様々なストックを生かしたまちづく
りを図るため，学生や若者の力を地域づくりに生かす取組への支援及び大学によ
るまちづくり活動への参加支援を行うとともに，地域のまちづくり活動の活性化
を図るため，専門家の派遣及び活動成果の交流とネットワークづくりを行う場を
提供する取組を進めた。
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるととも
に，大学が，地域と一体となってまちづくりや地域の活性化などに取り組む大学
地域連携創造モデル支援事業を実施する。
（３）行政の総合的活動支援
平成１５年度においては，市民の自主的・自律的な行動を促すために，市民活
動総合センターを設置し，市民活動団体等に対して，活動の場や情報の提供，講
座等による市民活動団体等の育成のほか，市民活動見本市の開催等，幅広く市民
の交流の場の提供など，これを拠点とするまちづくり支援活動を行うとともに，
各行政区の基本計画を推進する取組を行った。
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させる。

３

情報の提供と公開
平成１５年度においては，インターネット版「市民しんぶん」の配信やホームペ
ージによる行政情報の的確な提供の促進を行うとともに，７月からは広報資料のホ
ームページ上での提供，８月からは市民参加情報カレンダーの提供を開始した。
また，１２月から市民の関心の高い施策や事業について担当職員が出向いて説明
する「京都市政出前トーク」を開始する等，市民と行政とが情報を共有できる基盤
づくりの取組を行うとともに，外郭団体における情報公開を促進する取組を行った。
平成１６年度においては，７月に京都市ホームページ「京都市情報館」をリニュ
ーアルするなど，引き続き，これまでの取組を更に充実させる。
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Ⅱ 15年度実施状況
１ 市政運営の各過程における参加の制度や仕組みの拡充に向けた取組
（１）政策の形成
平成１５年度の実施状況としては，重要な政策の形成に，市民の意見や提案が反映されるよう，審
議会の公開，審議会委員の公募，パブリック・コメントの実施，市民ニーズをより一層的確に把握す
るため，公開フォーラムやアンケート，モニター調査等の実施やインターネットを活用した新しい市民
参加の手法として電子会議室の試行実施を行った。
ア 審議会等の公開
局名等

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会
京都市基本計画点検委員会
京都市市民参加推進フォーラム
総合企画局 京都市電子会議室「みやこeコミュニティ」運営委員会
京都市市民活動総合センター評価委員会
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち・京都推進懇談会
京都市個人情報保護審議会
京都市情報公開制度運営審議会
総務局
京都市市政改革懇談会
京都市外国籍市民施策懇話会
京都市環境審議会
環境局
京都市廃棄物減量等推進審議会
京都市環境影響評価審査会
京都市生活安全施策懇話会
京都市消費者保護審議会
文化市民局 京都市男女共同参画懇話会
京都市青少年活動推進協議会
京都市行政区制度検討調査会
京都市大規模小売店舗立地審議会
京都市中央卸売市場第二市場運営協議会
産業観光局
新京都市商業振興ビジョン（仮称）策定委員会
京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実対策戦略委員会
京都市地域福祉計画策定委員会
京都市国民健康保険運営協議会
京都市障害者施策推進協議会
保健福祉局 京都市医療施設審議会
京都市精神保健福祉審議会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
京都市・食の安全推進協議会
京都市都市計画審議会
京都市開発審査会
京都市美観風致審議会
京都市交通バリアフリー推進連絡会議
都市計画局
桂地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
山科地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
烏丸地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
向島地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
建設局
京都市都市緑化推進協議会
建設局，下水道局 京都市水共生プラン基本方針策定委員会
北区役所
北保健所運営協議会
南区役所
南保健所運営協議会
右京区役所 右京保健所運営協議会
京都市防災会議
消防局
京都市防災マップ検討委員会
京都市環境防災水利整備計画研究会
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教育委員会

イ

公募委員が在籍する審議会等
局名等
総合企画局

総務局
環境局
文化市民局
産業観光局
保健福祉局
都市計画局
建設局
南区役所
消防局

教育委員会

ウ

京都市道徳教育振興市民会議
京都市図書館協議会
京都市子ども読書活動振興市民会議
京都市社会教育委員会議
視聴覚センター運営委員会
21世紀の「理科」を考える京都市民会議
教育実践功績表彰選考委員会議

審議会等の名称
京都市基本計画点検委員会
京都市市民参加推進フォーラム
市民活動総合センター評価委員会
大学のまち・京都推進懇談会
京都市情報公開制度運営審議会
京都市外国籍市民施策懇話会
京都市環境審議会（温暖化対策条例検討部会）
京都市廃棄物減量等推進審議会（協働部会，事業系部会）
京都市消費者保護審議会
京都市行政区制度検討調査会
新京都市商業振興ビジョン（仮称）策定委員会
京都市地域福祉計画策定委員会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
烏丸地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
向島地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
京都市都市緑化推進協議会
南保健所運営協議会
京都市防災マップ検討委員会
京都市道徳教育振興市民会議
京都市図書館協議会
京都市子ども読書活動振興市民会議
京都市社会教育委員会議
視聴覚センター運営委員会
21世紀の「理科」を考える京都市民会議

パブリック・コメント
局名等
総合企画局

環境局

文化市民局
産業観光局
保健福祉局

都市計画局
山科区役所
教育委員会

主な事業名
新「大学のまち・京都」推進計画（仮称）中間報告
高度情報化推進のための京都市行動計画〜ｅ−京都21(2004版)〜
地球温暖化対策地域推進計画の改定素案
地球温暖化対策条例（仮称）の検討に関する途中経過
循環型社会推進基本計画（仮称）の策定に向けた提言について中間まとめ
循環型社会推進基本計画（案）
産業廃棄物の不適正な処理を防止するための条例
京都市産業廃棄物処理指導計画（第２次）
行政区制度検討調査会中間報告
新京都市商業振興ビジョン（仮称）中間報告
地域福祉計画（仮称）素案
食品衛生監視指導計画
地域地区見直し素案
交通バリアフリー移動円滑化基本構想（桂地区及び山科地区）
御池通沿道における特別用途地区建築条例
人にやさしい建築物の整備基準等を定める条例
山科区「まちぐるみ交通事故ストップ」作戦
京都市子ども読書活動振興市民会議
21世紀の「理科」を考える京都市民会議中間報告
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エ

アンケート，モニター調査
局名等
総合企画局
総務局
環境局

主な事業名
市政総合アンケート（「大学のまち・京都」，「京都観光」，「広報広聴活動」）
京北町との合併に関する市民アンケート調査
「地球温暖化防止条例（仮称）」に係る市民・事業者アンケート
市民生活モニター
文化市民局
男女共同参画アドバイザー
保健福祉局 リハビリテーションセンターにおける意見箱の設置
マンション総合研究会の開催
都市計画局
安心すまいづくり推進事業におけるアンケート
建設局
街路樹問題市民アンケート調査
下京区役所 平成16年度人権月間街頭啓発と人権学習会小中学生による人権ポスター展
南区子育てアンケートと講演会
南区役所
市バス・地下鉄モニター制度
交通局
お客様満足度調査
市バスの乗継利用に係るお客様アンケート調査
水道局・下水道局 上下水道モニター
教育委員会 学校歴史博物館入館者アンケート調査

オ

その他の政策形成過程における施策・事業
局名等
総合企画局
理財局
環境局
都市計画局
山科区役所
南区役所
右京区役所
教育委員会

主な事業名
7テーマにより電子会議室の試行実施
住民参加型ミニ公募債京都浪漫債の発行
環境フォーラムの開催
高度集積地区整備推進協議会の開催
御池沿道関係者協議会の開催
伏見旧市街地地区ガイドプラン策定（特別用途地区等の活用）に係る取組
特別優良賃貸住宅供給促進事業に係る業界団体との意見交換会の開催
山科区「まちぐるみ交通事故ストップ」作戦（山科区交通安全のつどいの開催）
「高齢者ネットワーク事業」シンポジウムの開催
南区基本計画周知とミニフォーラムの開催
右京区まちづくりフォーラムの開催
教育改革推進会議の開催
人づくり21世紀委員会の開催

（２）政策の実施
平成１５年度においては，市民，団体及び企業等の事業実施段階への参加を推進するため，ワー
クショップ手法の活用や団体，企業等が事業実施に参加する機会の確保など，協働の取組を進め
た。
ア

ワークショップ
局名等
環境局

文化市民局

産業観光局
保健福祉局

主な事業名
ごみ減量推進員制度
大原地区公衆トイレ整備に向けたワークショップ
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
「ウィングス・フォーラム2003」の企画，運営，実施
青少年参画プロジェクト（WACCORD）の開催（若者の力を地域づくりに活かす取組
への支援）
ライブキッズ（アマチュアバンド＆ダンスイベント）の運営・実施
広報誌（the-keys）の発行
観光農村育成事業（大原）におけるマスタープランの作成
地域福祉計画策定（オピニオン３００の開催）
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都市計画局

建設局
北区役所
上京区役所
左京区役所
東山区役所
山科区役所
右京区役所

消防局

教育委員会

イ

楽只地区改良住宅等改善事業新２棟
楽只地区改良住宅等改善事業新４棟
すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣
三条鴨東住宅地区改良事業
錦林改良住宅等改善事業
三条改良住宅等改善事業
崇仁市営住宅（東之町・西之町ブロック）建替え
崇仁市営住宅（屋形町ブロック）建替え
崇仁北部第三・第四地区の事業計画の見直し
養正地区改良住宅等改善事業
大見地区基本計画策定委員会
都市公園整備事業
太秦地下鉄駅周辺まちづくり検討会「住民部会」の開催
北区民人権ワークショップ
「人づくり ものづくり ふれあい上京２１」部会ワークショップ
「であい・ふれあい 散策マップ〜修学院・一乗寺〜」制作
東山・まち・みらい塾
旧保健所跡地の整備事業
山科区「まちぐるみ交通事故ストップ」作戦（地域での危険箇所調査）
「山科区・歩くガイドマップ」制作
草田町ちびっこ広場の整備
右京区総合庁舎等施設検討ワークショップ
身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
自主防災リーダーの養成
防火アドバイザーの養成
我が家の防火診断士の養成
少年消防クラブの指導
京都御池中学校・複合施設整備等事業
大風流2003
下京区5中学校統合準備委員会・新校舎建設ワークショップ

団体や企業が参加する機会を確保する取組
局名等

環境局

文化市民局

保健福祉局

建設局
北区役所
左京区役所
南区役所

主な事業名
「京のアジェンダ21フォーラム」の活動
京エコロジーセンター運営事業
京都市ごみ減量推進会議の取組
ごみ減量推進員制度
めぐるくん推進友の会活動
環境影響評価制度の運用における市民参加の推進
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施
まちの美化推進住民協定の締結促進
友・遊・美化パスポート事業
ボランティア美化活動助成事業
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
ヒューマンステージ・イン・キョウト
笑顔いっぱい元気いっぱい保育フェスタ
京（きょう）いきいき・ボランティアまつり
京都市「障害者の日」の市民啓発事業
京都市障害者福祉総合展
京都市障害者体育大会
「市民水の日」制定記念事業
地域の自転車等駐車対策協議会（京阪伏見桃山駅・近鉄桃山御陵前駅）
地域の自転車等駐車対策協議会（ＪＲ太秦駅）
憲法月間人権啓発パレード
人権ひろば錦林のつどい
岡崎人権啓発講演会
左京こころのふれあいネットワーク講演会
南区こころの健康を考える会・発表会
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消防局
教育委員会

平成１６年京都市消防出初式
救急フェア
京都市生涯学習市民フォーラム養成講座

ウ その他の政策実施過程における施策・事業
局名等
都市計画局
教育委員会

主な事業名
嵐山等観光地交通対策
新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究
学校評議員制度

（３）政策の評価
平成１５年度においては，事業の企画や実施，評価の各段階における市民参加度や市民満足度の
状況を含め評価を行うなど，市民参加の視点に立った事務事業評価を本格実施するとともに，政策
評価については，市民の生活実感をアンケートにより把握し，評価を行う「市民満足度評価」（平成１６
年度からは「市民生活実感評価」に改称）を採用し，客観指標評価と併せて，試行実施した。
局名等
総合企画局
総務局
建設局
教育委員会

主な事業名
政策評価のための「京都市市民満足度調査」の実施
事務事業評価
公共事業再評価
新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究
学校評価システム

（４）市民参加を進めるための行政の体制づくり
平成１５年度においては，市民参加に関する市職員の意識改革を進め，力量を高める職員研修を
実施するとともに，職員の市民参加の手法や知識を習得するガイドブックとして市民参加ガイドライン
を作成した。また，市職員が市民の目線で横断的に庁内情報を把握できるよう，庁内イントラネットの
構築を行うとともに，市民のニーズに迅速かつ的確に対応するため，事業実施部門への権限委譲の
促進に取り組んだ。
局名等
総合企画局
総務局

主な事業名
市民参加手法開発研究会の設置検討
市民参加ガイドラインの作成
庁内情報の横断的共有手段となる市役所イントラネットの構築
事業実施部門への権限委譲の促進
市民参加を促進する職員研修の充実

２ 地域における市民主体のまちづくり活動とその支援
（１）自主的な活動を始める手がかりの提供
平成１５年度においては，地域のまちづくり活動において重要な要素となる課題・目標の発見と情
報の共有等の学習の機会を提供するため，地域において実施されているまちづくり活動等の取組へ
の支援を行った。
局名等
総合企画局
総務局
文化市民局
保健福祉局
都市計画局
建設局

北区役所

主な事業名
まちづくり塾支援事業「夢・ロマン・京都シティ」
芸術大学・歴史資料館における講演・講座等の開催
ケルン市との姉妹都市提携40周年記念事業
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
こころの健康支援パートナーの活動の推進
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援
公園愛護協力会活動
北区民ふれあい事業（北区民ふれあいまつり 他８事業）
北区基本計画推進事業（北区・歩いて楽しいまちづくり事業
北区総合防災訓練
北区環境美化活動支援事業
山間地域における住民参加型健康づくり活動支援

8

他２事業）

上京区民ふれあい事業（上京区民ふれあいまつり 他７事業）
上京区基本計画推進事業（ひと もの ふれあい上京の魅力再発見 他３事業）
上京区役所
上京茶会
上京区まちの美化総行動
左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり 他９事業）
左京区基本計画推進事業（大学のまち左京の推進 他２事業）
わがまちいきいき活動振興事業（北部地域の活性化事業）
左京区役所 やま・さと・まち交流圏の整備
人権ひろば錦林のつどい
岡崎人権啓発講演会
左京こころのふれあいネットワーク講演会
中京区民ふれあい事業（中京区民ふれあいまつり 他５事業）
中京区基本計画推進事業（中京にぎわいのあるまちづくり支援事業 他４事業）
中京区総合防災訓練
中京区役所
あかしやふれあい盆踊り大会
あかしやふれあいまつり
中京保健医療シンポジウム
東山区民ふれあい事業（東山区民ふれあいひろば 他６事業）
東山区基本計画推進事業（東山・まち・みらい塾 他３事業）
わがまちいきいき活動振興事業（高齢者いきいき支援ネットワーク事業）
旧保健所跡地の整備事業
東山区役所 学びとふれあいのための事業（高齢者関連）
学びとふれあいのための事業（青少年関連）
地域高齢者サポーター会議
東山区こころのふれあいネットワーク
（学区）いきいきネットワーク
山科区民ふれあい事業（区民まつり 他７事業）
山科区基本計画推進事業
わがまちいきいき活動振興事業（山科区「まちぐるみ交通事故ストップ作戦」事
山科区役所 業）
山科区２万人まち美化作戦
やましな栄誉賞
山科ほたるネットワーク
下京区民ふれあい事業（下京区ふれ愛ひろば 他７事業）
下京区基本計画推進事業（下京門前町ルネッサンス 他３事業）
下京区役所 下京区総合防災訓練
世界の京都・まちの美化市民総行動 平成15年度“下京区民早朝ウォーキング”
平成15年度人権月間街頭啓発と人権学習会小中学生による人権ポスター展
南区民ふれあい事業（南区民ふれあいまつり 他８事業）
南区役所
南区基本計画推進事業（ウォーキングマップ製作事業 他３事業）
わがまちいきいき活動振興事業（高齢者ネットワーク事業 他１事業）
右京区民ふれあい事業（右京区民ふれあいフェスティバル 他３事業）
右京区役所
右京区基本計画推進事業（まちづくり活動支援事業 他１事業）
西京区民ふれあい事業（西京ゆめフェスティバル，名月鑑賞の夕べ 他９事業）
西京区役所 西京区基本計画推進事業（亀岡市との交流事業 他１事業）
わがまちいきいき活動振興事業（西京まち・ひと・情報データバンク“にしきょ
うねっと”）
伏見区民ふれあい事業（伏見西部ふれあいプラザ，深草ふれあいプラザ，醍醐ふ
れあいプラザ 他６事業）
伏見区役所 伏見区基本計画推進事業（伏見区まちづくり支援事業，伏見リサイくるっとフリ
マ 他１事業）
わがまちいきいき活動振興事業（伏見区まちづくり情報掲示板）
政治・文化セミナー
選挙管理委員会 論文コンクール「わたしはこう考える」
明るい選挙をすすめるポスター募集
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消防局

交通局

教育委員会

第２１回文化財・市民講座
消防の図画・ポスター・作文募集
京都市第３次地震被害想定市民報告会
京都市総合防災訓練
防火ふれあいコンサート
地下鉄醍醐車庫見学会
地下鉄東西線六地蔵延伸トンネルウォーク
アートパフォーマンスin山科駅
主要地下鉄駅におけるＡＤポストの設置
市バス・地下鉄友の会「トラフィカ」の運営
「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業
京都市生涯学習市民フォーラム事業
学校ふれあいサロン事業
学校コミュニティプラザ事業
情報通信技術を活用した生涯学習の推進
市民スクール21
子育てサポーター養成事業
子育てサークル支援講座
京都市博物館ふれあいボランティア養成講座
体育施設開放委員会
深草図書館ボランティア

（２）市民力・地域力を高める取組への支援
平成１５年度においては，企業や大学等の様々なストックを生かしたまちづくりを図るため，学生や
若者の力を地域づくりに生かす取組への支援及び大学によるまちづくり活動への参加支援を行うとと
もに，地域のまちづくり活動の活性化を図るため，専門家の派遣及び活動成果の交流とネットワーク
づくりを行う場を提供する取組を進めた。
局名等
文化市民局
保健福祉局
都市計画局

消防局

教育委員会

主な事業名
若者の意見を市政やまちづくりに生かす場づくり（青少年市政参画プロジェクト
（WACCORD）の取組の推進）
若者の社会参加活動の推進（ライブキッズの運営・実施，広報誌の制作等）
介護相談員派遣事業
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援
歩いて暮らせるまちづくり構想の推進
すまいスクール出張版の実施（分譲マンション編）
すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣
文化財市民レスキュー体制の確立
旅館業協会等関係団体への支援
身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成
地域と事業所との防災ネットワークづくり
防火防災指導（学区・町内等の防災訓練，研修，つどい，パレード，映画会な
ど）の実施
消防署見学・展示会
我が家の防火診断士の養成
幼少年に対する防火防災教育（少年消防クラブの指導，小学校の授業への講師派
遣など）の実施
老人クラブ等地域各種団体に対する防火安全指導
自衛消防隊連絡協議会の支援
応急手当の普及啓発（救命（普通・上級）講習，応急手当普及員講習，救急指
導）の実施
「学生ボランティア」学校サポート事業
学校支援ボランティアのネットワーク化
大風流2003
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（３）行政の総合的活動支援
平成１５年度においては，市民の自主的・自律的な行動を促すために，市民活動総合センターを設
置し，市民活動団体等に対して，活動の場や情報の提供，講座等による市民活動団体等の育成の
ほか，市民活動見本市の開催等，幅広く市民の交流の場の提供など，これを拠点とするまちづくり支
援活動を行うとともに，各行政区の基本計画を推進する取組を行った。
局名等
総合企画局
北区役所
上京区役所
左京区役所
中京区役所
東山区役所
山科区役所
下京区役所
南区役所
右京区役所
西京区役所
伏見区役所

主な事業名
京都市市民活動総合センターの開設・運営
いきいき北区まちづくり推進会議の運営
区民参加による区基本計画の推進
左京区まちづくり推進会議の運営
中京未来委員会の運営
東山・まち・みらい推進会議の運営
やましな21推進会議の運営
区民参加による区基本計画の推進
南区子育てアンケートと子育て講演会（研修会）
南区こころの健康を考える会の運営
南区まちづくり推進会議の開催
右京区まちづくり円卓会議の運営
西山文化創造区民会議の運営
伏見区まちづくり懇話会の運営

３ 情報の提供と公開
平成１５年度においては，インターネット版「市民しんぶん」の配信やホームページによる行政情報の
的確な提供の促進を行うとともに，７月からは広報資料のホームページ上での提供，８月からは市民参
加情報カレンダーの提供を開始した。
また，１２月から市民の関心の高い施策や事業について担当職員が出向いて説明する「京都市政出
前トーク」を開始する等，市民と行政とが情報を共有できる基盤づくりの取組を行うとともに，外郭団体
における情報公開を促進する取組を行った。
局名等
各局区等

総合企画局

総務局
理財局
環境局
東山区役所
山科区役所
南区役所
教育委員会

主な事業名
各所属ホームページにおける行政情報の発信の充実
広報資料のホームページでの提供
160テーマにより京都市政出前トークの実施
「安らぎ華やぎわたしたちの京都 市政報告書」の発行
「安らぎ 華やぎ だより」の発行
インターネット版「市民しんぶん」の配信
市民しんぶんにおける「市民参加の窓」コーナーの新設等，企画の充実
市民参加情報カレンダーの運営
京都市ホームページ「京都市情報館」に申請書ダウンロードサービスコーナーを開設
外郭団体における情報公開の促進
不動産等公売の情報提供
環境影響評価制度の運用における市民参加の推進
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
ＰＲＴＲ法に基づく届出状況に関する情報提供
まち美化事務所等における普及啓発活動
東山区地域安全情報ネットワークを通じたＦＡＸ情報提供の開始
山科区安全・安心まちづくり推進事業
山科区「まちぐるみ交通事故ストップ」作戦
「山科区・歩くガイドマップ」制作
歩こう会とウォーキングマップづくり
京都御池中学校・複合施設整備等事業
情報通信技術を活用した生涯学習の推進
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Ⅲ 16年度実施計画
１ 市政運営の各過程における参加の制度や仕組みの拡充に向けた取組
（１）政策の形成
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるとともに，電子会議室を本格
実施する。
ア 審議会等の公開
局名等

総合企画局

総務局

環境局

文化市民局

産業観光局

保健福祉局

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会
京都市市民憲章推進会議
京都市市民参加推進フォーラム
京都市電子会議室「みやこeコミュニティ」運営委員会
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち京都推進会議
京都市個人情報保護審議会
京都市情報公開制度運営審議会
京都市市政改革懇談会
京都市歴史資料館評議員会
京都市外国籍市民施策懇話会
京都市環境審議会
京都市廃棄物減量等推進審議会
京都市美化推進等対策審議会
京都市環境影響評価審査会
京都市芸術文化推進委員会
京都市文化芸術振興条例（仮称）策定協議会
京都市美術館評議員会
京都市文化財保護審議会
京都市近代和風建築調査委員会
京都市生活安全施策懇話会
京都市消費者保護審議会
京都市男女共同参画審議会
京都市青少年活動推進協議会
京都市市民活動総合センター評価委員会
京都市人権文化推進計画（仮称）策定検討委員会
京都館を拠点とする首都圏における産業・観光振興企画委員会
京都市企業誘致戦略プラン（仮称）策定委員会
京都市大規模小売店舗立地審議会
京都市中央卸売市場第一市場運営協議会
京都市中央卸売市場第一市場取引委員会
京都市中央卸売市場第二市場運営協議会
京都市中央卸売市場第二市場取引委員会
京都市伝統産業活性化検討委員会
京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実対策戦略委員会
園芸を生かした健やかな市民生活検討会
保健福祉局指定管理者選定等委員会
京都市社会福祉審議会
京都市地域福祉推進委員会
京都市国民健康保険運営協議会
京都市障害者施策推進協議会
京都市医療施設審議会
京都市精神保健福祉審議会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
京都市・食の安全推進協議会
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都市計画局

建設局

北区役所
上京区役所
左京区役所
中京区役所
東山区役所
山科区役所
下京区役所
南区役所
右京区役所
西京区役所
伏見区役所
消防局
交通局

教育委員会

イ

京都市都市計画審議会
京都市開発審査会
京都市美観風致審議会
京都市すまい・まちづくり支援制度に係る審査会
京都市交通バリアフリー推進連絡会議
桂地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
山科地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
烏丸地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
向島地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
京都市公共事業再評価委員会
京都市都市緑化推進協議会
廃自動車認定等委員会
大見地区基本計画策定委員会
建設局指定管理者選定等委員会
北保健所運営協議会
上京保健所運営協議会
左京保健所運営協議会
中京保健所運営協議会
東山保健所運営協議会
山科保健所運営協議会
下京保健所運営協議会
南保健所運営協議会
右京保健所運営協議会
西京保健所運営協議会
伏見保健所運営協議会
京都市防災会議
京都市防災マップ検討委員会
応急手当普及啓発推進検討委員会
京都のバス事業を考える会
京都市道徳教育振興市民会議
京都市図書館協議会
京都市社会教育委員会議
視聴覚センター運営委員会
教育実践功績表彰選考委員会議

公募委員が在籍する審議会等
局名等
総合企画局

総務局

環境局

文化市民局

産業観光局

保健福祉局

審議会等の名称
京都市政策評価制度評議会
京都市市民参加推進フォーラム
京都市都心部小学校跡地活用審議会
大学のまち京都推進会議
京都市個人情報保護審議会
京都市情報公開制度運営審議会
京都市市政改革懇談会
京都市歴史資料館評議員会
京都市外国籍市民施策懇話会
京都市廃棄物減量等推進審議会（指定袋制導入検討部会）
京都市芸術文化推進委員会
京都市文化芸術振興条例（仮称）策定協議会
京都市消費者保護審議会
京都市男女共同参画審議会
京都市青少年活動推進協議会専門委員会
京都市市民活動総合センター評価委員会
京都市人権文化推進計画（仮称）策定検討委員会
京都市伝統産業活性化検討委員会
園芸を生かした健やかな市民生活検討会
保健福祉局指定管理者選定等委員会
京都市社会福祉審議会
京都市地域福祉推進委員会
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会
京都市・食の安全推進協議会
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都市計画局
建設局
上京区役所
中京区役所
東山区役所
山科区役所
下京区役所
南区役所
伏見区役所
消防局

教育委員会

ウ

パブリック・コメント
局名等
総合企画局
総務局
環境局

文化市民局

保健福祉局

都市計画局
建設局
教育委員会

エ

烏丸地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
向島地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議
京都市都市緑化推進協議会
上京保健所運営協議会
中京保健所運営協議会
東山保健所運営協議会
山科保健所運営協議会
下京保健所運営協議会
南保健所運営協議会
伏見保健所運営協議会
京都市防災マップ検討委員会
応急手当普及啓発推進検討委員会
京都市道徳教育振興市民会議
京都市図書館協議会
京都市社会教育委員会議
視聴覚センター運営委員会

主な事業名
安心安全ネット戦略プラン（仮称）
個人情報保護条例の改正
京都発ストップザ温暖化推進事業
指定袋制導入の具体的あり方について中間まとめ
計画段階環境影響評価（戦略的環境アセスメント）要綱骨子（案）
京都市文化芸術振興条例（仮称）
京都市人権文化推進計画（仮称）
京都市消費者保護条例改正に向けての中間答申
ユニバーサルデザイン推進条例（仮称）
新京（みやこ）・子どもいきいきプラン（仮称）
京都市ホームレス自立支援等実施計画（素案）
食品衛生監視指導計画
防災都市づくり計画（案）
交通バリアフリー移動円滑化基本構想（烏丸地区及び向島地区）
市街地景観整備条例の改正
屋外広告物等に関する条例の改正
法定外公共物の管理に関する条例
道徳教育振興市民会議提言中間報告案

アンケート，モニター調査
局名等
総合企画局
総務局
文化市民局
保健福祉局

都市計画局
東山区役所
下京区役所
交通局
上下水道局
教育委員会

主な事業名
市政総合アンケート（「日々の暮らしの安心・安全」，「ユニバーサルデザイ
ン」，「市民活動」）
市民応対窓口サービス評価制度に基づくアンケート調査
市民生活モニター
リハビリテーションセンターにおける意見箱の設置
新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」（仮称）の策定
高齢者の生活と健康に関する調査，高齢期の生活と健康に関する意識調査
京都市介護サービス評価事業
マンション総合研究会の開催
安心すまいづくり推進事業におけるアンケート
（学区）いきいきネットワークでの６５歳以上の意識調査
平成16年度憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい人権パネル展
平成16年度人権月間街頭啓発と人権学習会小中学生による人権ポスター展
市バス車内への「ご意見はがき」の設置
上下水道モニター
学校歴史博物館入館者アンケート調査
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オ

その他の政策形成過程における施策・事業
局名等
総合企画局
理財局
環境局
保健福祉局
都市計画局
左京区役所
南区役所
右京区役所
教育委員会

主な事業名
電子会議室の本格実施
安心安全ネット戦略プラン（仮称）の策定に係る関係団体の意見聴取
住民参加型ミニ公募債京都浪漫債の発行
京都発ストップザ温暖化推進事業の実施
環境フォーラムの実施
新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」（仮称）の策定
区地域福祉推進委員会の設置
高度集積地区整備推進協議会の開催
御池沿道関係者協議会の開催
伏見旧市街地地区ガイドプラン策定（特別用途地区等の活用）に係る取組
左京区運営方針の策定
南区運営方針の策定
右京区まちづくりフォーラムの開催
教育改革推進会議の開催
地産地消（知産知消）プロジェクト会議の開催
総合育成支援の今後のあり方検討プロジェクトの開催
人づくり21世紀委員会の開催

（２）政策の実施
平成１６年度においては，「ワークショップ等を活用した市民参加の全庁的推進」を１６年度政策重
点化枠として予算化するとともに，引き続き，これまでの取組を充実させる。
ア

ワークショップ
局名等
総合企画局
環境局

文化市民局

産業観光局
保健福祉局

都市計画局

建設局

主な事業名
市民参加推進計画の推進（市民参加推進フォーラム運営）
市民参加推進計画の推進（電子会議室運営）
ごみ減量推進員制度
京都市ごみ減量推進会議の取組
京都市市民活動総合センター評価委員会の運営
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
「ウィングス・フォーラム2004」の企画，運営，実施
青少年参画プロジェクト（WACCORD）の開催（若者の力を地域づくりに活かす取組
への支援）
ライブキッズ（アマチュアバンド＆ダンスイベント）の運営・実施
広報誌（the-keys）の発行
商店街等支援事業
観光農村育成事業（大原）
ユニバーサルデザイン条例（仮称）
職住共存地区整備推進事業
御池沿道まちづくり方策の検討
特別用途地区の活用推進業務
新しい公共交通システム調査
交通施設バリアフリー基本構想策定業務
楽只地区改良住宅等改善事業新２棟
楽只地区改良住宅等改善事業新４棟
すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣
三条鴨東住宅地区改良事業
錦林改良住宅等改善事業
三条改良住宅等改善事業
崇仁市営住宅（南部新一棟）建替え
崇仁市営住宅（屋形町ブロック）建替え
養正地区改良住宅等改善事業
大見地区基本計画策定委員会
京都市都市緑化推進協議会
都市公園整備事業
養老田幹線排水路改良事業
東高瀬川河川環境整備調査
都市基盤河川新川改修事業
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北区役所
上京区役所
左京区役所
中京区役所
東山区役所
山科区役所
南区役所
右京区役所
伏見区役所

消防局

教育委員会

イ

子育て支援情報誌「すくすくサポーターだより」の発行
北区民人権ワークショップ
ひと もの ふれあい 上京の魅力再発見
知られざる歴史的文化遺産の再発掘とまちづくり資源としての整備
北部地域の緑を生かした活性化
バリアフリー観光マップによる福祉と観光のまちづくり事業
東山・まち・みらい塾，六原学区地域の安心安全ネットワーク（仮称）形成事業
「写真で語る山科の今・昔（仮称）」制作
高齢者ネットワーク事業
学区の地域防災計画の策定
伏見地域（伏見旧市街地・高度集積地区）コンビネーションプロジェクト
身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
自主防災リーダーの養成
防火アドバイザーの養成
我が家の防火診断士の養成
少年消防クラブの指導
京都御池中学校・複合施設整備等事業
全市女性団体指導者研修事業
市民スクール21女性リーダーズセミナー
生涯学習コーディネーター養成講座
大風流2004
下京区5中学校統合準備委員会・新校舎建設ワークショップ

団体や企業が参加する機会を確保する取組
局名等

環境局

文化市民局

保健福祉局

建設局
北区役所
左京区役所
東山区役所
下京区役所
南区役所
消防局
教育委員会

主な事業名
「京のアジェンダ21フォーラム」の活動
京エコロジーセンター運営事業
京都市ごみ減量推進会議の取組
めぐるくん推進友の会活動
環境影響評価制度の運用における市民参加の推進
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施
まちの美化推進住民協定の締結促進
友・遊・美化パスポート事業
ボランティア美化活動助成事業
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
ヒューマンステージ・イン・キョウト
笑顔いっぱい元気いっぱい保育フェスタ
京（きょう）いきいき・ボランティアまつり
市民すこやかフェア開催事業
京都市「障害者週間」の市民啓発事業
京都市障害者福祉総合展
京都市障害者体育大会
地域の自転車等駐車対策協議会（京阪伏見桃山駅・近鉄桃山御陵前駅）
地域の自転車等駐車対策協議会（ＪＲ太秦駅）
憲法月間人権啓発パレード
人権ひろば錦林のつどい
岡崎人権のつどい
心ときめき芸術祭及び講演会
東山区関係機関連絡調整会議
人権啓発「講演の夕べ」「講演の集い」講演会
平成16年度憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい人権パネル展
環境月間「京都駅周辺クリーン行動」
平成16年度人権月間街頭啓発と人権学習会小中学生による人権ポスター展
南区こころの健康を考える会・発表会
人権研修会
平成１７年京都市消防出初式
救急フェア
京都市生涯学習市民フォーラム養成事業
生涯学習コーディネーター養成講座
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ウ

その他の政策実施過程における施策・事業
局名等
都市計画局

都市計画局・東山区役所

教育委員会

主な事業名
嵐山等観光地対策事業
東山地区交通社会実験の実施
新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究
子育て支援ボランティア養成事業
学校評議員制度

（３）政策の評価
平成１６年度においては，政策評価制度の公正な運用と向上を図るための外部機関として設置し
た「京都市政策評価制度評議会」へ公募委員に参画いただき，評価制度への市民参加を更に進め
たうえで，政策評価を本格実施し，職員への制度の更なる浸透や客観的で分かりやすい指標の充
実など，システムの定着と進化を図っていく。
また，公共事業評価，学校評価システムなどについても，引き続き制度の充実に取り組む。
局名等
総合企画局
総務局
建設局
教育委員会

主な事業名
政策評価のための「京都市市民生活実感調査」の実施
「京都市政策評価制度評議会」への公募委員の参画
事務事業評価
公共事業評価
新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究
学校評価システム

（４）市民参加を進めるための行政の体制づくり
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるとともに，市民のニーズに迅
速かつ的確に対応し，協働の取組が進められるよう，区役所機能の強化を推進する。
局名等
総合企画局

総務局
文化市民局
教育委員会

主な事業名
職員人材バンクの設置検討
市民参加手法開発研究会の設置検討
市民及び市職員の市民参加型事業に取り組む意欲の向上
庁内情報の横断的共有手段となる市役所イントラネットの構築
事業実施部門への権限委譲の促進，区役所機能の強化など庁内分権の推進
市民参加を促進する職員研修の充実
区政改革に向けた今後の取組の策定
京都市子ども安全会議の設置

２ 地域における市民主体のまちづくり活動とその支援
（１）自主的な活動を始める手がかりの提供
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるとともに，身近なまちづくり
の活動拠点となる「暮らしの工房」づくりの支援に向け検討を行う。
局名等
総務局
文化市民局
産業観光局
都市計画局
建設局

北区役所

上京区役所

主な事業名
芸術大学・歴史資料館における講演・講座等の開催
西安市との友好都市提携30周年記念事業
和（わ）い輪（わ）い人権学習会
観光農村育成事業（大原）におけるグランドワーク活動
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援
公園愛護協力会活動
北区民ふれあい事業（北区民ふれあいまつり 他７事業）
北区基本計画推進事業（フォローアップ助成事業 他４事業）
北区総合防災訓練
北区民人権啓発事業
山間地域における住民参加型健康づくり活動支援
上京区民ふれあい事業（上京区民ふれあいまつり 他５事業）
上京区基本計画推進事業（ひと もの ふれあい上京の魅力再発見
上京茶会
上京区まちの美化総行動

17

他３事業）

左京区役所

中京区役所

東山区役所

山科区役所

下京区役所

南区役所

右京区役所

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり 他９事業）
左京区基本計画推進事業（大学のまち左京・大学と地域の交流促進事業 他２事
業）
やま・さと・まち交流圏の整備
人権ひろば錦林のつどい
岡崎人権のつどい
心ときめき芸術祭及び講演会
中京区民ふれあい事業（中京区民ふれあいまつり 他３事業）
中京区基本計画推進事業（中京にぎわいのあるまちづくり支援事業 他３事業）
中京区総合防災訓練
あかしやふれあい盆踊り大会
あかしやふれあいまつり
中京保健医療シンポジウム
東山区民ふれあい事業（東山区民ふれあいひろば 他４事業）
東山区基本計画推進事業（東山・まち・みらい塾 他３事業）
旧保健所跡地の整備事業
学びとふれあいのための事業（高齢者関連）
学びとふれあいのための事業（青少年関連）
地域高齢者サポーター会議
東山区こころのふれあいネットワーク
(学区)いきいきネットワーク
東山まちづくり基金の創設
山科区民ふれあい事業（区民まつり 他５事業）
山科区基本計画推進事業（山科区安全・安心まちづくり事業 他３事業）
山科区２万人まち美化作戦
「山科こころの健康を考える」事業（山科夏まつり等）
やましな栄誉賞
山科ほたるネットワーク
下京区民ふれあい事業（下京区ふれ愛ひろば 他５事業）
下京区基本計画推進事業（下京門前町ルネッサンス 他３事業）
下京区総合防災訓練
平成16年度憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい人権パネル展
環境月間「京都駅周辺クリーン行動」
平成16年度人権月間街頭啓発と人権学習会小中学生による人権ポスター展
南区民ふれあい事業（南区民ふれあいまつり 他５事業）
南区基本計画推進事業（南区高齢者ネットワークづくり事業 他４事業）
右京区民ふれあい事業（右京区民ふれあいフェスティバル 他３事業）
右京区基本計画推進事業（まちづくり活動支援事業）
わがまちいきいき活動振興事業（学区の地域防災計画の策定）
セーフティ＆クリーン安心・安全な美しいまちをめざして
西京区民ふれあい事業（西京ゆめフェスティバル，西京区民文化のつどい

西京区役所

他５事業）

西京区基本計画推進事業（亀岡市との交流事業，西京まち・ひと・情報データバ
ンク“にしきょうねっと” 他１事業）
伏見区民ふれあい事業（伏見西部ふれあいプラザ，深草ふれあいプラザ，醍醐ふ
れあいプラザ 他５事業）
伏見区役所 伏見区基本計画推進事業（伏見区まちづくり支援事業，伏見リサイくるっとフリ
マ 他１事業）
わがまちいきいき活動振興事業（伏見地域コンビネーションプロジェクト）
政治・文化セミナー
選挙管理委員会 論文コンクール「わたしはこう考える」
明るい選挙をすすめるポスター募集
文化財市民レスキュー体制２００箇所結成記念大会
第２２回文化財・市民講座
消防の図画・ポスター・作文募集
消防局
災害対応力を考えるつどい（仮称），災害に強いまちづくり推進大会（仮称）
京都市総合防災訓練
防火ふれあいコンサート
地下鉄醍醐車庫見学会
アートパフォーマンスin山科駅
交通局
主要地下鉄駅におけるＡＤポストの設置
市バス・地下鉄友の会「トラフィカ」の運営
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教育委員会

「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業
京都市生涯学習市民フォーラム事業
学校ふれあいサロン事業
学校コミュニティプラザ事業
情報通信技術を活用した生涯学習の推進
市民スクール21
子育てサポーター養成事業
子育てサークル支援講座
体育施設開放委員会
深草図書館ボランティア
乳幼児子育て支援研究プロジェクト
おやじの会
みやこ子ども土曜塾
２１世紀型教育コンテンツ開発委員会

（２）市民力・地域力を高める取組への支援
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させるとともに，大学が，地域と一
体となってまちづくりや地域の活性化などに取り組む大学地域連携創造モデル支援事業を実施す
る。
局名等
総合企画局

文化市民局

保健福祉局

都市計画局

消防局

教育委員会

主な事業名
大学のまち京都推進会議
大学地域連携創造モデル支援事業
「地域人材リスト」等の作成支援
市民コーディネーター等の養成
若者の意見を市政やまちづくりに生かす場づくり（青少年市政参画プロジェクト
（WACCORD）の取組の推進）
若者の社会参加活動の推進（ライブキッズの運営・実施，広報誌の制作等）
介護相談員派遣事業
京（みやこ）・地域福祉パイロット事業
景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援
歩いて暮らせるまちづくり構想の推進
すまいスクール出張版の実施（分譲マンション編）
すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣
文化財市民レスキュー体制の確立
旅館業協会等関係団体への支援
身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進
自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成
地域と事業所との防災ネットワークづくり
学区・町内等に対する防災指導責任者・防災指導員の配置
防火防災指導（学区・町内等の防災訓練，研修，つどい，パレード，映画会な
ど）の実施
消防署見学・展示会
我が家の防火診断士の養成
幼少年に対する防火防災教育（少年消防クラブの指導，小学校の授業への講師派
遣など）の実施
老人クラブ等地域各種団体に対する防火安全指導
自衛消防隊連絡協議会の支援
応急手当の普及啓発（救命（普通・上級）講習，応急手当普及員講習，救急指
導）の実施
「学生ボランティア」学校サポート事業
学校支援ボランティアのネットワーク化
大風流2004
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（３）行政の総合的活動支援
平成１６年度においては，引き続き，これまでの取組を更に充実させる。
局名等
文化市民局
北区役所
上京区役所
左京区役所
中京区役所
東山区役所
山科区役所
下京区役所
南区役所
右京区役所
西京区役所
伏見区役所

主な事業名
京都市市民活動総合センターの運営
いきいき北区まちづくり推進会議の運営
区民参加による区基本計画の推進
左京区まちづくり推進会議の運営
中京未来委員会の運営
東山・まち・みらい推進会議の運営
やましな21推進会議の運営
区民参加による区基本計画の推進
南区まちづくり推進会議の開催
南区基本計画推進体制確立
南区子育て講演会（研修会）
南区こころの健康を考える会の運営
右京区まちづくり円卓会議の運営
西山文化創造区民会議の運営
区民，事業者，行政のパートナーシップによる活動の推進
伏見区まちづくり懇話会の運営

３ 情報の提供と公開
平成１６年度においては，７月に京都市ホームページ「京都市情報館」をリニューアルするなど，引き
続き，これまでの取組を更に充実させる。
局名等
各局区等

総合企画局

総務局
理財局

環境局

東山区役所
南区役所
消防局
教育委員会

主な事業名
各所属ホームページにおける行政情報の発信の充実
広報資料のホームページでの提供
188テーマにより京都市政出前トークの実施
「安らぎ 華やぎ だより」の発行
インターネット版｢市民しんぶん」の充実
市民しんぶんにおける「市民参加の窓」コーナー等での情報提供
市民参加情報カレンダーの運営
市政情報総合案内コールセンターの設置
京都市ホームページ「京都市情報館」において申請書ダウンロードサービスを実施
外郭団体における情報公開の促進
不動産等公売の情報提供
京都市税制研究会「最終報告書」の公開
環境影響評価制度の運用における市民参加の推進
京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動
大気の常時監視結果等環境に関する調査の情報提供
まち美化事務所等における普及啓発活動
クリーンセンター等稼動状況についての情報提供
東山区地域安全情報ネットワークを通じたＦＡＸ情報提供の充実
歩こう会とウォーキングマップづくり
市民しんぶん区民版モニター
全市版・行政区版の防災マップの配布
京都御池中学校・複合施設整備等事業
情報通信技術を活用した生涯学習の推進
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