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Ⅰ 平成１９年度実施状況及び平成２０年度実施計画の概要 

 
 

 「市民参加推進計画」については，平成１５年８月に施行した「市民参加推

進条例」において５年を超えない期間ごとに見直すことと定めていることから，

「京都市市民参加推進フォーラム」からの提案や市民からのパブリック・コメ

ント，これまでの計画の取組状況等を踏まえ，当初計画の策定から５年目とな

る平成１８年１２月に改訂を行った。 
 この改訂計画に沿い，「市民のち・か・ら」をキーワードに「市政参加に関す

る制度の着実（ちゃくじつ）な運用」，「市民活動への支援と協働による活力（か

つりょく）ある取組を推進」，「庁内の推進体制の整備による羅針盤（らしんば

ん）としての情報提供の充実」に留意して，市政への参加と市民活動との両輪

からなる市民参加の更なる推進に努めているところである。 
 

（単位：件） 
実 績 計 画 

項  目 
１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

アンケート，モニター調査 ２０ ２１ ２４ ３４ ３４

審議会等の公開 
公開している審議会／公開可能な審議会，％ 

81/81

100%

103/103

100%

89/89

100%

96/96 

100% 

105/105

100%

公募委員が在籍する審議会等 
公募委員の在籍する審議会／在籍可能な審議会，％ 

42/87

48.3%

47/115

40.9％

49/97

50.5%

53/101 

52.5% 

57/107

53.3%

パブリック・コメント ２３ ２０ ２５ １３ ２１

ワークショップの実施数 ５２ ４２ ４３ ４７ ２９

団体や企業が参加する機会を確

保する取組 
４３ ４９ ５９ ６５ ５８

市民活動総合センター 
・ホームページアクセス数 61,917 92,122 103,015

 

129,726 －

・インフォメーションサービス登録数（団体数） ３７１ ４５５ ５２０ ５９２ －

注１）審議会総数の推移 ⑯145，⑰160，⑱149，⑲151，⑳予定 157 
平成 18 年度に総数が減少しているのは，指定管理者の選定や計画の策定等により設置

した審議会等を廃止したため。 

注２）平成 20 年度にワークショップの実施計画件数が減少しているのは，市営住宅の建設に

係る基本計画の完了などによる。 
 
 京都市における市民の市政への参加の現状については，公開可能な審議会等

は平成１６年度からすべて公開しており，また，パブリック・コメントの実施

が必要とされている基本的な計画や市民生活等に直接かつ重大な影響を与える

条例の制定等では，概ねこれを実施しているなど，市民参加の仕組みは整い，

その取組は着実に進ちょくしている。 
 しかし，公募委員の在籍していない審議会がいまだに半数近く存在すること，

また，パブリック・コメントの実施に当たっては，計画の内容がほぼ固まった

段階で実施されるものもあり，市民の意見が十分に反映できる余地が少ないな
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ど，課題が残されている。 
 今後は，市民の意見が十分に反映できるよう，公募委員の在籍の可能な審議

会等のすべてに公募委員を選任することを目指すとともに，計画策定のできる

だけ早い段階においても市民意見の募集を実施するなど，市政への参加の取組

の更なる充実を図っていく。 
  
また，一方で，市民が意見や要望を表明する仕組みは定着してきたものの，

市民が意見を言い，行政がそれを受けるという関係に留まり，企画や行動にお

いて，市民と行政が力を合わせて取り組む仕組みが十分でない面もあった。 
 こうした課題を踏まえ，これからの市民参加の在り方は，市民と行政が自治

の意識と責任を共有する中で，知恵と力を合わせて，共に汗をかいて，未来の

京都を創っていくことが重要である。 
 そこで，今後は，市民と行政の新しい関係である「共汗」の取組をあらゆる

分野で進めていくとともに，「京都未来まちづくりプラン」や次期基本計画の策

定に当たっても「共汗」による市政運営や政策を盛り込んでいくこととする。 
 平成２０年度は，市民が主体的に議論，運営，提言，そして行動する市民組

織である「京都市未来まちづくり１００人委員会」を設置するとともに，市民

しんぶんの記事を企画から，取材，原稿作成まで行っていただく市民記者や，

京都市における自転車交通のあり方について，日頃自転車ユーザーとして自転

車とかかわり，様々な視点から個性あふれるユニークな発想を持って，独創的

な意見の交換，提案を行っていただく「自転車・京都街角セッション」のコア

メンバーのように，市政の様々な活動に，企画の段階から，自主的かつ積極的

に参加し，行動する市民を「市民共汗サポーター」と位置付け，市政の一翼を

担っていただくなど，「共汗」をキーワードとする新しい市政運営の仕組みの構

築に取り組む。 
 
市民活動に関しては，地域自治の伝統が息づく京都市は，自治会，町内会な

どの地域自治を担ってきた組織をはじめとする地縁型の市民活動が以前から活

発であり，また，ボランティア，ＮＰＯなど新しい形の自主的な市民活動も，

市民活動総合センターにおける登録団体数が毎年増加しているなど，活発に行

われるようになってきている。 
 しかし，近年，社会構造の変化や少子長寿化の進行などに伴い，生活様式や

価値観の多様化が進み，地域コミュニティの希薄化が進んでいる。 
 今後は，市民相互の交流や地域自治組織とＮＰＯ等の連携を図るため，引き

続き市民活動総合センターを拠点に市民活動を総合的にサポートしていくとと

もに，地域コミュニティの活性化を推進するための必要な方策を検討していく。 
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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）市民ニーズを把握し，政策・施策に結びつける仕組みの拡充 

   （19 年度 7ページ，20 年度 24 ページ） 

   市民のニーズを把握し，それを政策・施策・事業等に反映させていくた

め，従来から取り組んできたアンケート，モニター調査等の広聴の取組を

改善・充実させるとともに，インターネットなど新しい媒体を利用して広

く市民ニーズを把握することに努める。 

平成１９年度においては，「京（みやこ）のごみ戦略２１」の進ちょく状

況把握調査や特定健康診査・特定保健指導に向けた健康に関するアンケー

トなどを実施するとともに，政策評価の一環として前年度に引き続き「京

都市市民生活実感調査」を実施した。 

平成２０年度においては，「新京都市循環型社会推進基本計画（仮称）」

の策定や「新「京（みやこ）・子どもいきいきプラン」」の見直しなどに当

たって，調査を実施するほか，市長自らが市民の参加するイベント等の中

に飛び込み，自由に意見交換をする「おむすびミーティング」を実施する

など，これまでの取組を更に充実させる。 

 

（２）より参加しやすい審議会等の運営の促進 

   （19 年度 8ページから 11 ページまで，20年度 25 ページから 28 ページまで） 

審議会等の公開については，平成１６年度から公開可能な審議会等のす

べてを公開しているが，引き続き，審議会等の公開や審議会等委員の公募

を進めるとともに，より市民公募委員が積極的に審議に参加できるよう，

委員同士の知識や思いを醸成する機会や場の提供に努める。 

   平成１９年度においては，本市の審議会等に在籍する市民公募委員の情

報交換や自主学習の場を設け，市民公募委員同士の交流を図ることを目的

に，「市民公募委員交流会」を前年度に引き続き開催した。 

   平成２０年度においては，「地域コミュニティ活性化に関する懇話会」や

「京
みやこ

のみちデザイン指針検討委員会」などへの市民公募委員の参画を進め

るほか，審議会等を運営する所管課向けに審議会等に関する事務をまとめ

たガイドラインである「審議会等運営ガイドライン（仮称）」を作成するな

ど，参加しやすい審議会等の運営の促進を図る。 

 

（３）市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充 

   （19 年度 11 ページから 15 ページまで，20 年度 29 ページから 32 ページまで） 

   市政運営の各過程での市民参加の仕組みについては，本市の重要施策等

に対するパブリック・コメントの実施や，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のワークショップ手法の活用などを行い，

市民との協働の推進に努める。 

平成１９年度においては，「京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に

関する条例」を施行し，行政評価結果の市会への報告や市民への公表の制

度化のほか，市民意見・提案を受け付け，対処結果を報告する「市民意見
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申出制度」を創設するなど，市政運営の過程での参加の仕組みを充実させ

た。 

平成２０年度においては，「大学のまち・京都」の新展開プランや「京都

未来まちづくりプラン」の計画策定のできるだけ早い段階から市民意見の

募集を実施するほか，市職員採用試験へ民間面接官を導入するなど，市政

運営のあらゆる過程において，市民の意見を聴き，その経験や力を生かし

ていく取組を進めていく。また，市民自らが企画し，実現に向けて議論し，

提言を行い，そしてそれを実践する市民組織である「京都市未来まちづく

り１００人委員会」を設置するとともに，市政の様々な活動に，企画の段

階から，自主的かつ積極的に参加し，行動する市民を「市民共汗サポータ

ー」と位置付け，市政の一翼を担っていただく。 

 

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    

   （19 年度 16 ページから 17 ページまで，20 年度 33 ページから 34 ページまで） 

地域のまちづくりや公共的な課題に対する市民一人ひとりの「思い」を

育て，自主的な活動へ高めていくために，活動につながる情報や知識を得

る機会を提供するとともに，活動の拠点となる身近な活動場所の確保など

に努める。 

平成１９年度においては，地域のボランティア団体による自主的な美

化・緑化活動を支援する「街路樹里親制度」や学校を中核とした地域コミ

ュニティの更なる発展を目指す「学校ふれあいパーク」を前年度に引き続

き実施した。 

   平成２０年度においては，引き続き「市民活動総合センター」において,

市民活動団体等へ活動の場を提供するとともに，地域で利用可能なスペー

スを有効活用した身近なまちづくり活動拠点である「暮らしの工房」をよ

り多くの方に利用していただくよう，周知を図っていく。 

 
（２）市民力・地域力を高める取組への支援 

   （19 年度 17 ページから 19 ページまで，20 年度 34 ページから 36 ページまで） 

市民力や地域力を更に高め，市民や団体等の持てる力を十分に発揮でき

る環境を整えるために，活動を更に発展させるうえで必要な啓発や相談等

の支援を行うとともに，継続的な活動を進めるために必要な人材の育成や

財政的な支援に努める。 

平成１９年度においては，地域や家庭，その他様々な場所において，消

費生活に関する啓発活動を行う「京
みやこ

・くらしのサポーター」，「くらしのみ

はりたい」や，大学が集積する学生のまち京都の特性を生かし，防火防災

に関する知識・技能を修得した学生を学生消防サポーターとして登録する

「京都学生消防サポーター制度」を創設するなどの取組を実施した。また，

地域活動を進めるためのヒントを，活用事例やデータなどを交えてお伝え

する啓発冊子「地域活動応援ガイド」を発行した。 

 4



 
 

   平成２０年度においては，引き続き，「市民活動総合センター」において

市民活動に関する各種講座を開催するとともに，ＮＰＯ法人を対象に，地

域の市民活動を安定して行うための資金支援として，近畿労働金庫，京都

労働者福祉協議会，きょうとＮＰＯセンターと連携して，低利かつ固定金

利で融資を行う「市民活動支援資金融資事業」を新たに実施するなど，こ

れまでの取組を充実させる。 

 

（３）地域における多様な活動主体の相互の交流・連携の促進 

   （19 年度 19 ページから 22 ページまで，20 年度 36 ページから 38 ページまで） 

より良い地域社会を創造するためには，多種多様な知恵や技術を有した

様々な活動主体と行政とが相互に交流・連携し，ともに地域の課題解決を

目指す必要があることから，市民の主体的なまちづくり活動と行政との協

働の仕組みづくりを行い，地域における幅広い市民同士又は市民と行政の

ネットワークの形成を促す取組を進める。 

平成１９年度においては，まちづくりに関する専門的な立場から，地域

における自主的な活動の支援や「まちづくり事業」全般の企画，運営に対

して助言等を行う「まちづくりアドバイザー」を増員するなどの取組を行

った。また，ごみの減量やまちの美化等を目的として，自治組織や市民団

体等が区役所と協働で実施する事業に助成を行う「各区環境パートナーシ

ップ事業」を全区役所・支所で実施し，地域の事情に合わせて，環境啓発

活動や清掃活動，不法投棄対策などを行った。 

平成２０年度においては，引き続き，「市民活動総合センター」を拠点に

幅広い分野の市民活動の交流の場を提供し，連携・協働事業を展開すると

ともに，新たに，市政の様々な活動に，企画の段階から，自主的かつ積極

的に参加し，行動する市民を「市民共汗サポーター」と位置付け，市政の

一翼を担っていただく。また，各区役所・支所においては，区民と区役所

が協働で工夫を凝らして，「ふれあい事業」を全区で実施するほか，源氏物

語千年紀の年に合わせて，区内にある源氏物語ゆかりの地を生かした独自

の「源氏物語千年紀記念事業」を実施するなど，区の特性を生かした取組

を行う。 

 

３ 情報の提供・公開と共有 

  （19 年度 22 ページから 23 ページ，20 年度 38 ページから 39 ページまで） 

市民が市政やまちづくり活動に参加するためには，行政から的確で分かり

やすい市政情報を提供することが前提条件となることから，「市民しんぶん」

等の紙媒体と，インターネット等の新しい媒体とを併用して活用するなどの

取組により，きめ細やかな情報提供を行うとともに，市民と行政とが市政や

まちづくりに関する情報を共有し，地域等における課題や思いを共有できる

よう努めていく。 

平成１９年度においては，印刷物のカラーユニバーサルデザインへの配慮

を解説した冊子「わかりやすい印刷物のつくり方」の作成や市のホームペー

ジ上で公文書の目録を検索する仕組みを構築するなどの取組を実施した。  
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  平成２０年度においては，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」の休止期間をなくし通年で実施

する。また，市民しんぶんにおけるページの増加や，市民参加に関する様々

な情報を紹介するコーナー「きょうと共汗大作戦！」の掲載のほか，市ホー

ムページ「京都市情報館」における動画配信機能の強化を行うなど，情報の

発信手段の充実を図る。 

 
４ 計画を着実に進めるために 

  （19 年度 23 ページ，20 年度 39 ページから 40 ページまで） 

  市民参加推進計画に掲げる取組を着実に実行していくために，市民参加に

関する事例やノウハウの共有を図るとともに，職員研修や市民との交流の機

会を通して，市政への市民参加の取組や自主的なまちづくり活動に対する市

職員の理解を深め，その能力の向上に努める。 

平成１９年度においては，市民参加推進フォーラムとの連携により，地域

活動等に関するアンケート調査を行い，その成果を生かして，前述の啓発冊

子「地域活動応援ガイド」を発行した。 

  平成２０年度においては，市職員が市民参加に向けた取組を具体的に検討

し，実践するためのガイドである「市民参加ガイドライン」を改訂するとと

もに，より開かれた審議会等の運営を促進するため，前述の「審議会等運営

ガイドライン（仮称）」を作成し，計画の着実な推進を図っていく。 
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局名等 主な事業名

京都市市民生活実感調査

地域活動等に関するアンケート

市政総合アンケート

「市長への手紙」の活用

市政情報総合案内コールセンターの活用

京都市オフィスモニター

京都市外国籍市民・意識実態調査

国際交流関連団体調査

環境局 「京（みやこ）のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等調査

配偶者等に対する暴力実態調査

消費生活モニター

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

新しい生きがいづくり支援策の調査・研究

保健福祉サービスアセスメント事業に係るアンケート調査

特定健康診査・特定保健指導に向けた健康に関するアンケート調査

京北地域の医療や健康に関するアンケート

都市計画局
安心すまいづくり推進事業，分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイ
ザー派遣制度におけるアンケート調査

「お客様の声」の設置

原谷地域のまちづくりを考えるアンケート

月輪いきいきネットワークによるアンケート調査

東山交通対策研究会　東大路通周辺居住者アンケート

東山地域観光案内標識デザイン投票

地域（学区）と大学との連携による地域活性化に関するアンケート調査
（東山もっと元気に研究会の取組)

山科区役所 小金塚地域のまちづくりを考えるアンケート

人権を考えるつどいにおけるアンケート調査

人権学習会，小中学生による人権ポスター展におけるアンケート調査

「右京区運営方針」についての意見・提案募集

南太秦おでかけマップアンケート

上下水道モニター

一般公開時来場者にアンケート実施

「お客さまの声を上下水道局へ」の設置

「お客さま窓口アンケートにご協力お願いします」実施

花背山の家利用者アンケート調査

学校歴史博物館入館者アンケート調査

保健福祉局

Ⅱ　19年度実施状況

　　アンケート，モニター調査

総務局

文化市民局

総合企画局

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)市民ニーズを把握し，政策・施策に結びつける仕組みの拡充

北区役所

教育委員会

下京区役所

東山区役所

右京区役所

上下水道局
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局名等 審議会等の名称

京都市政策評価委員会

京都市基本計画点検委員会

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

大学のまち京都推進会議

京都市都心部小学校跡地活用審議会

京都市市政改革懇談会

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

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

京都市国際化推進プラン(仮称)策定委員会

京都市環境審議会

京都市環境影響評価審査会

京都市美化推進等対策審議会

京都市廃棄物減量等推進審議会

京都市ごみ収集業務改善検討委員会

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

京都市町名，町界変更審議会

京都市生活安全施策懇話会

京都市市民活動総合センター評価委員会

京都市路上喫煙等対策審議会

京都市人権文化推進懇話会

京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会

京都市消費生活審議会

京都芸術センター評議会

京都文化芸術都市創生審議会

京都市文化財保護審議会

京都市美術館評議員会

元離宮二条城保存整備懇談会

京都市スポーツ施設指定管理者選定委員会

京都市産業観光局指定管理者選定等委員会

京都市企業誘致戦略プラン策定委員会

京都市産業科学技術推進委員会

京都市商業集積検討委員会

京都市大規模小売店舗立地審議会

総合企画局

(２)より参加しやすい審議会等の運営の促進

　　ア　審議会等の公開

総務局

環境局

文化市民局

産業観光局
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京都市伝統産業活性化推進審議会

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水産物部取引委員会

京都市中央卸売市場第一市場青果部取引委員会

京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会

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

京都市中央卸売市場第二市場在り方検討委員会

京都市合併記念の森検討委員会

京都市社会福祉審議会

京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

京都市福祉有償運送運営協議会

京都市障害者施策推進協議会

京都市精神保健福祉審議会

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

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会

京都市医療施設審議会

京都市・食の安全推進協議会

京都市動物愛護推進協議会

「高度集積地区まちづくり推進プログラム(仮称)」検討委員会

京都市都市計画審議会

京都市美観風致審議会

京都市景観審査会（※時を超え光り輝く京都の景観づくり事業）

京都市建築審査会

京都市ＥＳＣＯ事業提案審査委員会

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京都市すまい・まちづくり活動支援制度審査会

京都市建設局指定管理者選定等委員会

京都市公共事業評価委員会

京都市自転車等駐車対策協議会

京都市廃自動車認定等委員会

京都市都市緑化推進協議会

原谷地域まちづくり計画策定研究会

北保健所運営協議会

上京区役所 上京保健所運営協議会

産業観光局

都市計画局

保健福祉局

建設局

北区役所
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左京区役所 左京保健所運営協議会

中京区役所 中京保健所運営協議会

東山区役所 東山保健所運営協議会

山科区役所 山科保健所運営協議会

下京区役所 下京保健所運営協議会

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

西京区役所 西京保健所運営協議会

伏見区役所 伏見保健所運営協議会

京都市防災会議

京都市国民保護協議会

交通局 京都市交通局指定管理者選定等委員会

教育実践功績表彰選考委員会議

総合育成支援教育の今後のあり方検討プロジェクト会議

京都市総合教育センター外部評価委員会

京都市社会教育委員会議

京都市視聴覚センター運営委員会

京都市図書館協議会

　　イ　公募委員が在籍する審議会等

局名等 審議会等の名称

京都市政策評価委員会

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

大学のまち京都推進会議

京都市都心部小学校跡地活用審議会

京都市市政改革懇談会

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

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

京都市国際化推進プラン(仮称)策定委員会

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

京都市生活安全施策懇話会

京都市市民活動総合センター評価委員会

京都市路上喫煙等対策審議会

京都市人権文化推進懇話会

京都市消費生活審議会

総務局

環境局

文化市民局

教育委員会

消防局

総合企画局
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文化市民局 京都文化芸術都市創生審議会

京都市伝統産業活性化推進審議会

京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会

京都市域産材普及推進委員会

合併記念の森計画検討委員会

京都市社会福祉審議会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会

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

京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京都市自転車等駐車対策協議会

京都市都市緑化推進協議会

北区役所 北保健所運営協議会

上京区役所 上京保健所運営協議会

左京区役所 左京保健所運営協議会

中京区役所 中京保健所運営協議会

東山区役所 東山保健所運営協議会

山科区役所 山科保健所運営協議会

下京区役所 下京保健所運営協議会

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

西京区役所 西京保健所運営協議会

伏見区役所 伏見保健所運営協議会

京都市社会教育委員会議

京都市図書館協議会

京都市視聴覚センター運営委員会

(３)市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充

　　ア　パブリック・コメント

局名等 主な事業名

総合企画局
「水垂地区における基盤整備のための構想」を推進する運動公園の整備基本
計画(案)

産業観光局 「合併記念の森」全体構想(素案)

京都市民健康づくりプラン中間評価及び見直し(案)

平成２０年度京都市食品衛生監視指導計画

建設局

保健福祉局

産業観光局

保健福祉局

都市計画局

教育委員会
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京都市建築物耐震改修促進計画の策定

京都市市街地化調整区域における地区計画運用基準(案)

京都市建築基準条例の改正について

京北地域の土地利用ルールの制度化について
－京都市京北区域における建築物の制限に関する条例(仮称)の制定等－

京阪五条・七条地区バリアフリー移動等円滑化基本構想（素案）

桃山御陵前地区バリアフリー移動等円滑化基本構想(素案)

北区役所 原谷地域まちづくり計画(素案)

上下水道局 「京（みやこ）の水ビジョン」の策定

教育委員会 京都市・乙訓地域通学圏の通学区域・選抜方法の改善について

　　イ　ワークショップ

局名等 主な事業名

市民公募委員交流会

市民参加円卓会議

総務局 京都市事務事業評価委員会の補助機関であるサポーターチームの活動

京都市左京区総合庁舎整備等事業

京都市伏見区総合庁舎整備等事業

産業観光局 林業活性化対策（京の山杣人の工房事業）

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務

楽只市営住宅建替事業（新３棟）

三条鴨東住宅地区改良事業（次期住棟）

北河原市営住宅建替事業（Ｃ・Ｄブロック棟）

崇仁住宅地区改良事業（塩小路高倉２－２棟）

京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家派遣

職住共存地区整備推進事業

岡崎天王地区まちづくり交付金事後評価

楽只東公園拡張整備に向けたワークショップ

壬生地区基本構想策定業務

建設局 都市公園整備事業

原谷地域の新たなまちづくり

小野郷地域まちづくり推進委員会

上京区役所
源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏物語の世界をみんなで
再発見」（平安宮を知る）

中京区役所 わがまち中京総点検

東山・まち・みらい塾

地域リーダー研修会

安心安全ネットワーク形成事業（修道学区）

安心安全の地域マップづくりＷＯＲＫ事業（修道学区）

キッズタウンＩＮ東山

都市計画局

文化市民局

総合企画局

北区役所

都市計画局

東山区役所
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山科区フラワーロード推進事業

「小金塚安心安全のまちづくり計画（仮称）」の策定

南区役所
東梅逕，東和，祥栄学区における「安心・安全のネットワーク形成事業」
ワークショップ

右京区役所 車と公共交通のかしこい使い方を考えるワークショップ

西京塾

地域の安心安全ネットワーク形成事業（桂川学区）

地域の安心安全ネットワーク形成事業（川岡学区）

「伏美ｅｃｏ市（ふしみエコいち）」ワークショップ

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラ
ン」の具体化に向けて～

「まちづくり交流パビリオン」ワークショップ

わがまち深草・大岩山ワークショップ

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

文化財レスキューリーダーの養成

京都学生消防サポーターの養成

大風流２００７

　　ウ　団体や企業が参加する機会を確保する取組

局名等 主な事業名

総合企画局 京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター）運営事業

京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動

京都市ごみ減量推進会議の取組

ボランティア美化活動助成事業の実施

京都市まちの美化推進事業団の活動

友・遊・美化パスポート事業

京都市まちの美化「シティポリス」倶楽部の活動

京都市ごみ減量　めぐるくん推進友の会の活動

まちの美化推進住民協定の締結促進

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

京都市男女共同参画市民会議「ウィングス・フォーラム」

ヒューマンステージ・イン・キョウト

文化市民局
保健福祉局

ボランティア・市民活動フェスタ

「合併記念の森」創設事業

「伝統文化の森」推進事業

京都市障害者体育大会

京都市「障害者週間」市民啓発事業

京都市障害者福祉総合展

山科区役所

保健福祉局

教育委員会

消防局

西京区役所

環境局

文化市民局

伏見区役所

産業観光局
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京都市精神障害者バレーボール大会

京都やんちゃフェスタ

子ども・子育ていきいきフェア

笑顔いっぱい元気いっぱい保育フェスタ

市民すこやかフェア

京都市景観デザイン協議会

市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業

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）

地域の自転車等駐車対策協議会（円町駅）

地域の自転車等駐車対策協議会（中書島駅）

都心部放置自転車追放協議会

北区役所 憲法月間人権啓発パレード

上京区役所 上京区基本計画の推進（人づくりものづくりふれあい上京２１推進会議）

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

東山３Ｋ（観光・交通・環境）協力金会議の運営

東山区交通対策協議会迷惑駐車追放推進部会（自転車等放置防止の取組推
進）

京都駅前周辺「放置自転車等防止啓発活動」

憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい

環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」

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

南区役所 南区こころの健康を考える会・発表会

憲法月間研修会・街頭啓発，講演会

人権月間研修会・街頭啓発，バスツアー，小中学生絵画書道作品展

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラ
ン」の具体化に向けて～

伏美ｅｃｏ市（ふしみエコいち）

伏見区政治・文化セミナー

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

伏見区民文化フェスティバル

伏見区民文化祭・区民茶会

憲法月間街頭啓発，人権を考えるバスツアー，人権啓発書道展，人権啓発パ
ネル展

ふしみ人権の集い，学習会

伏見区人権啓発協議会総会・研修会

人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展

人権講座

伏見区こころの健康を考える集い

平成２０年京都市消防出初式

救急フェア

都市計画局

建設局

下京区役所

伏見区役所

西京区役所

保健福祉局

消防局

左京区役所

東山区役所
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消防局 防災フェア２００７ｉｎきょうと

夏休み親子見学

下水道の日施設見学

学校評議員制度

京都市生涯学習市民フォーラム事業

成人の日記念式典

局名等 主な事業名

政策評価のための「京都市市民生活実感調査」

「京都市政策評価委員会」への市民公募委員の参画

「行政評価条例（京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条
例）」の制定

「京都市基本計画点検委員会」への市民公募委員の参画

総務局 事務事業評価の実施

建設局 公共事業評価

教育委員会 学校評価システム

　　オ　その他の施策・事業

局名等 主な事業名

市民公募委員交流会の開催

市民参加円卓会議の開催

電子会議室の実施

理財局 住民参加型市場公募債京都浪漫債の発行

環境局 「環境フォーラムきょうと」の実施

文化市民局 和（わ）い輪（わ）い人権ワークショップ

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会　利用しやすい施設づくり部会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会　みやこユニバーサルデザイン賞
審査部会

街のお風呂屋さんサポート事業

区地域福祉推進委員会の運営

高度集積地区整備推進協議会の開催

京都市ＥＳＣＯ事業提案審査委員会

観光地等交通対策（嵐山交通対策研究会，東山交通対策研究会）

「歩くまち・京都」の推進（歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会）

左京区役所 平成２０年度左京区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

東山区役所 東山交通対策研究会の運営

伏見区役所 平成２０年度伏見区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

交通局 小型バス・ジャンボタクシー代替モデル実証実験の実施

上下水道局 「哲学の道」桜並木保全育成に係る取組

教育改革推進会議の開催

京都市子ども安全会議の開催

乳幼児子育て支援研究プロジェクト

こどもみらい館企画推進会議へのこどもみらい館利用者の参加

総合企画局

保健福祉局

都市計画局

　　エ　政策の評価

上下水道局

教育委員会

総合企画局

教育委員会
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局名等 主な事業名

「市民しんぶん」，ホームページ等による市政情報の提供

「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供

京都市政出前トークの実施

総合企画局 京都市地域ＩＴアドバイザー研修の実施

総務局 「国際青少年みらい環境会議」の開催

ボランティア美化活動助成事業の実施

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の実施

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

廃食用油燃料化事業の支援

青少年活動センターの運営

暮らしの工房づくり支援事業の推進

京都市市民活動総合センターの運営

「文化ボランティア」の登録及び通信誌「文化ボランティアきょうと」発行
による情報提供

産業観光局 農地・水・環境保全向上対策

すまいスクール出張版の実施（耐震改修編，分譲マンション編，悪質リ
フォーム商法対策編），分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー
派遣の実施

景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

街路樹里親制度の実施

公園愛護協力会制度の支援

北区役所 北暮らしの工房「新大宮ふれあいホール」の運営

上京区役所 上京暮らしの工房の運営

中京区役所 中京暮らしの工房館の設置，運営

東山区役所 東山暮らしの工房の運営

山科区役所 山科暮らしの工房「三条街道わくわくホール」の設置，運営

南区役所 南区暮らしの工房館の設置，運営

まちづくり活動講座・相談会

右京区暮らしの工房館の設置，運営

西京区役所 「西京まち・ひと・情報データバンク（にしきょう・ねっと）」の運営

きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の取組

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラ
ン」の具体化に向けて～

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

地域の安心安全ネットワーク形成事業（１９年度新規分）の取組

醍醐安全フェアの実施

伏見暮らしの工房「伏見夢空間」の運営

深草暮らしの工房「竹と緑」の運営

第２５回文化財・市民講座の開催

消防の図画・ポスター・作文の募集

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

伏見区役所

文化市民局

都市計画局

環境局

各局区等

建設局

右京区役所

消防局
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市民防災会議の開催

京都市総合防災訓練の実施

防火ふれあいコンサートの開催

自主防災組織の防火見回りたすきリレーの取組

地下鉄醍醐車庫見学会の開催

アートパフォーマンスiｎ山科駅の開催

主要地下鉄駅におけるＡＤポストの設置

「学校ふれあいパーク」の実施

「学校ふれあいサロン」の運営

「学校コミュニティプラザ」事業の実施

「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業の実施

体育施設開放委員会の取組

京都市生涯学習市民フォーラム事業の実施

市民スクール２１の実施

生涯学習パスポート（仮称）の取組

局名等 主な事業名

「地域活動応援ガイド」の発行

京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の取組

若者の社会参加活動の推進（青少年活動センター事業におけるボランティア
リーダーとしての活動）

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）

市民活動に関する情報提供・各種相談

市民活動に関する各種講座の開設

集会所新築等補助の実施

市民活動に関する助成金情報の収集・提供

地域文化会館におけるフランチャイズ（地域拠点）化事業

地域における安心・安全な消費生活の推進（「京（みやこ）・くらしのサ
ポーター」と「くらしのみはりたい」）

観光ボランティアの推進

市民と耕す農業支援事業の推進

農地・水・環境保全向上対策

ユニバーサルデザインアドバイザー派遣事業の実施

キャンパスプラザ講義「実践ユニバーサルデザイン」開講支援

京都市「障害者週間」市民啓発事業

高齢者仲間づくり支援事業の実施

介護相談員派遣事業の実施

高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座の開催

はつらつ高齢者まちづくり支援事業の取組

高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サポート助成事業の実施

景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

景観・まちづくり大学の実施

京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家の派遣

交通局

保健福祉局

産業観光局

総合企画局

教育委員会

（２）市民力・地域力を高める取組への支援

消防局

都市計画局

文化市民局
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京町家まちづくりファンドによる京町家改修助成

地域・住民事業者の主体的な都心のにぎわい創出支援

北区役所
北区まちづくり活動支援事業（「いきいき北区プラン・フォローアップ事
業」）の取組

中京区役所 中京区にぎわいのあるまちづくり支援事業の取組

安心・安全のまちづくりに向けた「いきいきマニュアル」の更新

いきいきネットワーク（保健・医療・福祉・防災・防犯）の活動支援

下京区役所 下京こころのふれあいネットワーク事業の実施

南区役所
「安心安全のまちづくり」「高齢者ネットワークづくり」ワークショップ
（３学区)の開催

右京区まちづくりフォーラムの開催

右京区まちづくり支援制度の実施

西京区役所 洛西ニュータウン創生推進委員会の取組

きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の開催

伏見区まちづくり支援事業の取組

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラ
ン」の具体化に向けて～

伏見区民文化フェスティバル

伏見区民文化祭・区民茶会

改進ふれあいフェスタの開催

「学びとふれあい」のための事業の実施

文化フェスティバルの開催

伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催

自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成

文化財市民レスキュー体制の確立，文化財レスキューリーダーの養成

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

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

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

京都学生消防サポーター

地域と事業所との防災ネットワークづくり

消防署見学・展示会の開催

我が家の防火診断士の養成

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

市民への自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出事業の実施

地域力を活かした住宅用火災警報器設置促進事業の実施

大風流２００７の開催

「学生ボランティア」学校サポート事業の実施

学校運営協議会

生涯学習コーディネーター養成講座の実施

子育て支援ボランティア養成事業の実施

地域子育て支援ボランティア養成事業の開催

右京区役所

東山区役所

教育委員会

伏見区役所

都市計画局

消防局
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乳幼児子育てサポート推奨事業の実施

子育てサークル支援講座の開催

子育てサポーター養成講座の開催

青少年科学センターボランティア養成講座の開催

深草図書館ボランティア

総合育成支援教育ボランティア養成講座の開催

女性指導者研修事業の実施

局名等 主な事業名

大学地域連携モデル創造支援事業の実施

大学のまち京都推進会議の活動

京のアジェンダ２１推進事業の取組

京都市ごみ減量推進会議の取組

京都市ごみ減量 めぐるくん推進友の会の取組

コミュニティ回収活動の支援

京都市まちの美化推進事業団の活動

京都市まちの美化「シティポリス」倶楽部の活動

まちの美化推進住民協定の締結促進

地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組

京都市市民活動総合センターの運営
（ボランティア・市民活動フェスタ）

ＮＰＯ・市民活動団体と行政との協働推進のための情報提供

まちづくりアドバイザーの配置

区役所における学区担当制の検討

京（みやこ）・地域福祉パイロット事業の取組

精神保健福祉ボランティア連絡協議会の取組

各区こころのふれあいネットワーク交流会の開催

みやこユニバーサルデザイン市民応援隊（仮称）の取組

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進

市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除去事業の
取組

北区基本計画推進事業（北区まちづくり活動支援事業「いきいき北区プラ
ン・フォローアップ事業」）の取組

北区基本計画推進事業(地域と大学つながるネット)の取組

北区民ふれあい事業（北区民春まつり　他６事業）の取組

環境パートナーシップ事業（京見峠一斉清掃，区民春まつりにおけるリユー
ス食器の使用，区民環境セミナー，不法投棄防止啓発等）

地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組

北区民人権啓発事業の取組

北区総合防災訓練の開催

山間地域における住民参加型健康づくり活動支援

いきいき北区まちづくり推進会議の運営

総合企画局

環境局

保健福祉局

都市計画局

文化市民局

（３）地域における多様な活動主体の相互の交流・連携の促進

教育委員会

北区役所
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上京区基本計画推進事業（我が学区の身近な歴史舞台再発見）の取組

人づくりものづくりふれあい上京２１推進会議の運営

ふれあい上京２１部会の運営

上京区民ふれあい事業（上京区民ふれあいまつり　他３事業）

環境パートナーシップ事業（区民ふれあいまつりにおけるごみ分別方法の啓
発やごみ減量・環境啓発コーナーの運営，「みんなで花を咲かそう」ボラン
ティア活動等）

上京区文化振興会事業（上京茶会，上京薪能）の実施

地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組

上京の子どもまつり2007

左京区基本計画推進事業（大学のまち・左京　大学と地域の相互交流促進事
業　他２事業）

左京区民ふれあい事業(左京区民ふれあいまつり２００７ 他５事業)の取組

環境パートナーシップ事業（不法投棄予防事業，大原クリーン作戦，区民ふ
れあいまつりでのリユース食器の利用や環境啓発ブースの設置等）

憲法月間　街頭啓発，フィールドワークの開催

人権強調月間　人権啓発パネル展の開催

人権月間　街頭啓発，児童絵画展，「心のふれあいみんなの広場」，人権啓
発パネル展の開催

左京区まちづくり推進会議の運営

中京区基本計画推進事業の取組

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）

環境パートナーシップ事業（ふれあいまつりでの環境意識啓発事業やごみ分
別排出）

安心安全ネットワーク形成事業の取組

あかしやふれあい盆踊り大会の開催

あかしやふれあいまつりの開催

中京未来委員会の運営

東山区基本計画推進事業（東山・まち・みらい塾）の取組

東山区民ふれあい事業（東山区民ふれあいひろば　他３事業）の取組

環境パートナーシップ事業（ふれあいまつりでのリユース食器の使用，洗浄
用具レンタル等）

安心安全ネットワーク形成事業の取組

東山区こころのふれあいネットワークの取組

東山まちづくり推進会議の運営

地域連携・協力に関する協定書の締結（東山もっと元気に研究会の取組）

山科区フロンティア計画

山科区民ふれあい事業の取組

環境パートナーシップ事業（フラワーロード推進事業，ふれあい”やまし
な”区民まつりでのリユース食器の使用，啓発展示等）

「山科区２万人まち美化作戦」の取組

「山科区ごみ出しマナー№１宣言」の取組

おこしやす”やましな”協議会への支援

”やましな２１”推進会議の運営

安心・安全ネットワーク形成事業の取組

上京区役所

左京区役所

中京区役所

山科区役所

東山区役所
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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）

下京区民ふれあい事業（歴史探訪の会，健康づくり教室，下京区民ふれ愛ひ
ろば，なかまづくり（写真サークル），区民ギャラリー）の取組

環境パートナーシップ事業（ふれあいまつりでのリユース食器の使用や環境
劇の実施啓発ブース設置，高瀬川六軒橋環境美化活動等）

地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組

環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」の取組

下京区総合防災訓練の開催

いきいき下京推進委員会等の運営

環境パートナーシップ事業（ふれあいまつりにおける環境啓発事業,不法投棄
予防事業，環境施設見学会）

安心・安全ネットワーク形成事業 (９学区）の取組

南区まちづくり推進会議・部会等の開催

南区民ふれあいまつりの開催

南区子育て支援ルームの運営

「東寺のお堀はみんなできれいに」の取組

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４事業）の取組

環境パートナーシップ事業（エコツーリズム型事業，ふれあいまつりでの地
球温暖化防止啓発ステージ設置，北部クリーンセンター施設見学会，新庁舎
環境啓発等）

安心安全・右京区民のつどい

地域における安心安全ネットワーク形成事業の取組

右京区まちづくり円卓会議の運営

西京区民ふれあい事業（西京区民ふれあいまつり他）の実施

環境パートナーシップ事業（地域環境美化活動，ふれあいまつりにおけるリ
ユース食器の使用や環境クイズの実施，大原野不法投棄撲滅事業等）

西京まち・ひと・情報データバンク（西京区基本計画推進事業）の取組

西京塾（西京区基本計画推進事業）の取組

「西山文化」創造区民会議の運営

安心安全ネットワーク形成事業の取組

洛西ニュータウン創生推進委員会の取組

伏見区民ふれあい事業（伏見区民史跡めぐり，伏見区民文化祭・区民茶会，
伏見区西部ふれあいプラザ，伏見区民文化フェスティバル，深草ふれあいプ
ラザ，深草文化交流，醍醐ふれあいプラザ，福祉のまち醍醐・交流大会）の
取組

環境パートナーシップ事業（ふれいあい事業でのリユース食器の使用や環境
ブースの設置，政治文化セミナー，大岩不法投棄対策，分別確認パトロー
ル，水辺の環境整備活動等）

きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の取組

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラ
ン」の具体化に向けて～

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

伏見区まちづくり懇話会の運営

伏見区総合防災訓練の開催

憲法月間街頭啓発，人権を考えるバスツアー，人権啓発書道展，人権啓発パ
ネル展の開催

ふしみ人権の集い，学習会

西京区役所

右京区役所

下京区役所

伏見区役所

南区役所
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人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展

地域の安心安全ネットワーク形成事業（継続事業）の取組

醍醐安全フェアの開催

まちの美化伏見区民総行動の取組

改進ふれあいフェスタの開催

「学びとふれあい」のための事業の取組

文化フェスティバルの開催

伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催

伏見区政策課題検討プロジェクト会議の運営

伏見区トップマネジメント会議

伏見区役所経営会議・深草支所経営会議・醍醐支所経営会議

伏見区行政推進会議

身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進

学区・町内等に対する防災指導責任者・防災指導員の配置

おやじの会実施・充実

地域生徒指導連絡協議会の取組

学校運営協議会

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業の実施

みやこ子ども土曜塾実施・充実

歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定（ジュニア京都検定）の実施

人づくり２１世紀委員会の開催

地元主導・地元とのパートナーシップによる学校統合の推進

局名等 主な事業名

市民しんぶんの企画の充実

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

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

「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供

公共施設における情報提供の充実

京都市政出前トークの実施

電子会議室の実施

ホームページ及びその他の広報媒体を通じた「京都市基本計画第２次推進プ
ラン」の実施状況についての情報提供

公式サイト「京都市情報館」のリニューアル

市民公募委員交流会の開催

総合企画局
保健福祉局

子ども向けホームページの開設など，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情
報提供をする場合の子どもへの配慮

「京都市市政改革実行プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開

外郭団体における情報公開の推進

公民交流セミナーの開催

公文書目録のインターネット上での公開

理財局 「京都市財政健全化プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開

各局区等

総務局

総合企画局

消防局

３　情報の提供・公開と共有

　伏見区役所

教育委員会
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環境調査結果の公開

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

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

リーダーバンク通信／１０代が作るフリーペーパー「ｔｈｅ－ｋｅｙｓ」の
発行

市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実

京都芸術文化情報リンク集

ユニバーサルデザインに基づいたわかりやすい情報提供についてのアイデ
ア・ヒント集の作成

「出産お祝いレター」及び「子育て応援パンフレット」お届け事業

こころの健康増進センターホームページの充実

「御池通沿道まちづくりニュース」の発行

多彩な広報媒体の活用や説明会の実施等による「新たな景観政策」について
の情報提供（※時を超え光り輝く京都の景観づくり事業）

北区役所 市民しんぶん北区版まちかど記者の突撃レポートの運営

左京区役所 北部地域の緑を生かした活性化

中京区役所 「中京区まちづくり案内板」の運営

東山区役所 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

南区役所 市民しんぶん区民版モニター

市民しんぶん右京区版区民レポーターの運営

市民しんぶん右京区版紙面モニターの実施

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

防災情報システムによる文字情報の発信

まちづくり交流パビリオン

消防局 放火防止マップの活用

子ども安心安全情報等発信機能付ＰＴＡ・「おやじの会」ホームページの開
設・充実支援

情報通信技術を活用した生涯学習の推進

局名等 主な事業名

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

市民参加推進会議の開催

「京都市市民参加推進フォーラム」の開催

「地域活動応援ガイド」の発行

市民参加円卓会議の開催

「市民参加推進レポート」の発行

各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

市民参加を推進する職員研修の充実

公民交流セミナーの開催

市政セミナーの実施

文化市民局 市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実

環境局

文化市民局

伏見区役所

総務局

保健福祉局

右京区役所

教育委員会

都市計画局

４　計画を着実に進めるために

総合企画局
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アンケート，モニター調査

局名等 新規 主な事業名

○ 次期基本計画策定に係る市民アンケート調査（仮称）

○ 次期基本計画等出前アンケート（仮称）

政策評価のための「市民生活実感調査」

行政評価条例における市民意見申出制度の実施

市政総合アンケート

○ 「おむすびミーティング」の実施

「市長への手紙」の活用

○ 窓口サービス評価・実践制度

○ 職場訪問チームの設置

○ 留学生等と創る京都発信プロジェクト懇談会

○ 留学生等支援・協働事業団体調査

環境局 ○ 「新京都市循環型社会推進基本計画（仮称）」の策定

消費生活モニター

○ 「おむすびミーティング」の実施

保健福祉サービスアセスメント事業に係るアンケート調査

○ 子育て支援に関する市民ニーズ調査

○ ひとり親家庭実態調査

○ 母子保健に関する意識調査

○ 思春期に関する意識調査

都市計画局
安心すまいづくり推進事業，分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派
遣制度におけるアンケート調査

北区役所 「お客様の声」の設置

○ 「ようこそ！WEB区長室」，「ようこそ！壁新聞　区長室」の開設

○ 「区長へのお便りのメール」，「区長へのお便りボックス」の開始

○
東大路グランドビジョンに係るヒアリング調査の実施
（東山もっと元気に研究会の取組）

東山交通対策研究会　東大路通周辺居住者アンケート

人権を考えるつどいにおけるアンケート調査

人権学習会，小中学生による人権ポスター展におけるアンケート調査

右京区役所 「平成20年度　右京区運営方針」についての意見・提案募集

交通局 市バス・地下鉄利用状況調査

上下水道モニター

「お客さまの声を上下水道局へ」の設置

○ 京都市子ども読書活動推進計画　次期計画策定

花背山の家利用者アンケート調査

学校歴史博物館アンケート調査

上下水道局

東山区役所

Ⅲ　20年度実施計画

下京区役所

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)市民ニーズを把握し，政策・施策に結びつける仕組みの拡充

文化市民局

左京区役所

総務局

保健福祉局

総合企画局

教育委員会
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ア　審議会等の公開

局名等 新規 審議会等の名称

○ 京都市行政評価調査会議

京都市政策評価委員会

京都市市民憲章推進会議

○ 京都市未来まちづくり100人委員会

京都市市民参加推進フォーラム

大学のまち京都推進会議

○ 環境にやさしいライフスタイルを考える市民会議

京都市都心部小学校跡地活用審議会

○ 市庁舎整備懇談会

京都市市政改革懇談会

○ 京都市立芸術大学のあり方懇談会

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

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

京都市国際化推進プラン（仮称）策定委員会

京都市ごみ収集業務改善検討委員会

京都市環境審議会

京都市環境影響評価審査会

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

京都市町名，町界変更審議会

京都市生活安全施策懇話会

京都市交通安全対策会議

京都市市民活動総合センター評価委員会

京都市路上喫煙等対策審議会

○ 地域コミュニティ活性化に関する懇話会

京都市人権文化推進懇話会

京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会

京都市消費生活審議会

京都芸術センター評議会

京都文化芸術都市創生審議会

京都市美術館評議員会

元離宮二条城保存整備懇談会

名勝無鄰菴庭園整備検討委員会

京都市文化財保護審議会

文化市民局

総務局

環境局

総合企画局

(２)より参加しやすい審議会等の運営の促進
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京都市産業観光局指定管理者選定等委員会

京都市企業誘致戦略プラン策定委員会

京都市産業科学技術推進委員会

京都市(伏見地区)中心市街地活性化基本計画推進委員会

京都市商業集積検討委員会

京都市大規模小売店舗立地審議会

京都市伝統産業活性化推進審議会

○ 森林バイオマス資源活用検討委員会

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水産物部取引委員会

京都市中央卸売市場第一市場青果部取引委員会

京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会

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

京都市中央卸売市場第二市場在り方検討委員会

京都市社会福祉審議会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

京都市福祉有償運送運営協議会

京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会

障害者施策推進協議会

精神保健福祉審議会

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

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会

京都市医療施設審議会

京都市・食の安全推進協議会

京都市動物愛護推進協議会

「高度集積地区まちづくり推進プログラム（仮称）」検討委員会

京都市都市計画審議会

京都市美観風致審議会

京都市景観審査会

京都市建築審査会

○ 京都市建築物安心安全実施計画策定委員会（仮称）

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

○ 「歩くまち・京都」総合交通戦略策定審議会

京都市すまい・まちづくり活動支援制度審査会

京都市建設局指定管理者選定等委員会

京都市公共事業評価委員会

京都市都市緑化推進協議会

京都市自転車等駐車対策協議会

保健福祉局

産業観光局

建設局

都市計画局
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京都市廃自動車認定等委員会

○ 「京（みやこ）のみちデザイン指針」検討委員会

○ 稲荷山トンネル安全対策委員会

北区役所 北保健所運営協議会

上京区役所 上京保健所運営協議会

左京区役所 左京保健所運営協議会

中京区役所 中京保健所運営協議会

東山区役所 東山保健所運営協議会

山科区役所 山科保健所運営協議会

下京区役所 下京保健所運営協議会

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

西京区役所 西京保健所運営協議会

伏見区役所 伏見保健所運営協議会

京都市防災会議

京都市国民保護協議会

交通局 京都市交通局指定管理者選定等委員会

上下水道局 ○ 水道管管理事業の点検改革委員会

教育実践功績表彰選考委員会議

○ 音楽高校建設審議会（仮称）

総合育成支援教育の今後のあり方検討プロジェクト会議

京都市総合教育センター外部評価委員会

京都市社会教育委員会議

京都市視聴覚センター運営委員会

京都市図書館協議会

　　イ　公募委員が在籍する審議会等

局名等 新規 審議会等の名称

京都市政策評価委員会

○ 京都市未来まちづくり100人委員会

京都市市民参加推進フォーラム

大学のまち京都推進会議

○ 環境にやさしいライフスタイルを考える市民会議

京都市都心部小学校跡地活用審議会

○ 市庁舎整備懇談会

○ 京都市職員提案表彰選考委員会

京都市市政改革懇談会

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

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

京都市国際化推進プラン（仮称）策定委員会

総務局

消防局

総合企画局

教育委員会

建設局
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京都市環境審議会

京都市廃棄物減量等推進審議会

男女共同参画審議会

青少年活動推進協議会専門委員会

京都市生活安全施策懇話会

京都市市民活動総合センター評価委員会

京都市路上喫煙等対策審議会

○ 地域コミュニティ活性化に関する懇話会

京都市人権文化推進懇話会

京都市消費生活審議会

京都文化芸術都市創生審議会

京都市伝統産業活性化推進審議会

京都市中央卸売市場第一市場食の拠点機能充実戦略委員会

京都市域産材普及推進委員会

○ 森林バイオマス資源活用検討委員会

京都市社会福祉審議会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会

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

○ 「歩くまち・京都」総合交通戦略策定審議会

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

○ 京都市建築物安心安全実施計画策定委員会（仮称）

京都市自転車等駐車対策協議会

京都市都市緑化推進協議会

○ 「京(みやこ）のみちデザイン指針」検討委員会

北区役所 北保健所運営協議会

上京区役所 上京保健所運営協議会

左京区役所 左京保健所運営協議会

中京区役所 中京保健所運営協議会

東山区役所 東山保健所運営協議会

山科区役所 山科保健所運営協議会

下京区役所 下京保健所運営協議会

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

西京区役所 西京保健所運営協議会

伏見区役所 伏見保健所運営協議会

京都市図書館協議会

京都市視聴覚センター運営委員会

文化市民局

建設局

環境局

都市計画局

保健福祉局

産業観光局

教育委員会
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(３)市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充

   　ア　パブリック・コメント

局名等

総合企画局

産業観光局

伏見区役所

交通局

教育委員会

　　イ　ワークショップ

局名等 新規 主な事業名

市民公募委員交流会

市民参加円卓会議

総務局 京都市事務事業評価委員会の補助機関であるサポーターチームの活動

林業活性化対策（京の山杣人の工房事業）

○ ぐるり界わい・観光案内標識のネットワーク化

京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家の派遣

壬生地区基本構想策定業務

建設局 都市公園整備事業

上京区役所
源氏物語千年紀事業「京都創生の地（平安宮）・源氏物語の世界をみんなで再発
見」（平安宮を知る）

東山・まち・みらい塾

地域リーダー研修会

山科区フラワーロード推進事業

「小金塚安心安全のまちづくり計画（仮称）」の策定

○ 未来へつなぐ「山科区民文化財」の選定

産業観光局

山科区役所

総合企画局

東山区役所

都市計画局

保健福祉局

総合企画局
総務局
理財局

建設局

京都市・食の安全推進協議会

高度集積地区まちづくり推進プログラム（仮称）

「大学のまち京都」の新展開プラン

総務局

新・障害者施策推進プラン(仮称)(案)

京都市自殺予防対策推進プラン（仮称）

新たな人事管理システムの導入

京都市建築物安心安全実施計画(仮称）

京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例

東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

都市計画道路網の見直しに関する見直し方針・評価カルテ（案）　

京都市国際化推進プラン（仮称）

新・京都市企業誘致指針（案）

主な事業名

京都市病院事業改革プラン（仮称）

京都未来まちづくりプラン（骨子）・（案）

京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

伏見地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

新たな「京都市緑の基本計画」の策定

都市計画局

京都市自転車等放置防止条例の改正案

大岩街道周辺地域の良好な環境づくりに向けたまちづくりの方針（案）

次期五カ年計画に対するパブリック・コメント

京都市子ども読書活動推進計画　次期計画策定
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右京区役所 かしこいクルマの使い方を考えるワークショップ（仮称）

西京区役所 西京塾

「伏美ｅｃｏ市」ワークショップ

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営

「まちづくり交流パビリオン」ワークショップ

わがまち深草・大岩山ワークショップ

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

文化財レスキューリーダーの養成

京都学生消防サポーターの養成

大風流２００８

○ 花背山の家ボランティアリーダー養成講座

　　ウ　団体や企業が参加する機会を確保する取組

局名等 新規 主な事業名

総合企画局 京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター）運営事業(事業運営委員会)

京都市都心部グリーン配送推進協議会の活動

京都市ごみ減量推進会議の取組

ボランティア美化活動助成事業の実施

京都市まちの美化推進事業団の活動

友・遊・美化パスポート事業

京都市まちの美化「シティポリス」倶楽部の活動

まちの美化推進住民協定の締結促進

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

ヒューマンステージ・イン・キョウト

○ 人権啓発フェスティバル

「合併記念の森」創設事業

「伝統文化の森」推進事業

京都市障害者体育大会

京都市障害者福祉総合展

京都市精神障害者バレーボール大会

新やんちゃフェスタ（仮称）

笑顔いっぱい元気いっぱい保育フェスタ

市民すこやかフェア

京都市景観デザイン協議会

市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業

地域の自転車等駐車対策協議会（ＪＲ太秦駅）

地域の自転車等駐車対策協議会（円町駅）

地域の自転車等駐車対策協議会（中書島駅）

都心部放置自転車追放協議会

保健福祉局

環境局

文化市民局

消防局

教育委員会

建設局

伏見区役所

産業観光局

都市計画局
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北区役所 憲法月間人権啓発パレード

上京区役所 上京区基本計画の推進（人づくり　ものづくり　ふれあい上京21推進会議）

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

東山区関係機関連絡調整会議

東山３Ｋ（観光・交通・環境）協力金会議の運営

東山区交通対策協議会迷惑駐車追放推進部会（自転車等放置防止の取組推進）

京都駅前周辺「放置自転車等防止啓発活動」

憲法月間街頭啓発と人権を考えるつどい

環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」

人権月間街頭啓発と人権学習会

南区役所 南区こころの健康を考える会・発表会

憲法月間研修会・街頭啓発，講演会

人権月間研修会・街頭啓発，バスツアー，小中学生絵画書道作品展

「伏美ｅｃｏ市」（ふしみエコいち）

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援

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

伏見区民文化フェスティバル

伏見区民文化祭・区民茶会

憲法月間街頭啓発，人権を考えるバスツアー，人権啓発書道展，人権啓発パネル展

ふしみ人権の集い，学習会

伏見区人権啓発協議会総会・研修会

人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展

伏見区こころの健康を考える集い

平成２１年京都市消防出初式

救急フェア

○ 救命講習受講者２０万人達成記念事業（仮称）

夏休み親子見学

下水道の日施設見学

学校評議員

京都市生涯学習市民フォーラム事業

成人の日記念式典

　　エ　政策の評価

局名等 新規 主な事業名

政策評価のための「市民生活実感調査」

「京都市政策評価委員会」への市民公募委員の参画

行政評価条例における市民意見申出制度の実施

総務局 事務事業評価の実施

建設局 公共事業評価

教育委員会 学校評価システム

消防局

下京区役所

伏見区役所

教育委員会

東山区役所

総合企画局

左京区役所

西京区役所

上下水道局
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　　オ　その他の施策・事業

局名等 新規 主な事業名

○ 「京都市未来まちづくり100人委員会」の創設

○ 「市民共汗サポーター」制度の創設

電子会議室の実施

○ 環境にやさしいライフスタイルを考える市民会議

理財局 住民参加型市場公募債京都浪漫債の発行

環境局 「環境フォーラムきょうと」の実施

文化市民局 和（わ）い輪（わ）い人権学習会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会　利用しやすい施設づくり部会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会　みやこユニバーサルデザイン賞審査部
会

区地域福祉推進委員会の運営

街のお風呂屋さんサポート事業（もっとがんばれ京のお風呂屋さん）

高度集積地区整備推進協議会の開催

観光地等交通対策（嵐山交通対策研究会，東山交通対策研究会）

「歩くまち・京都」の推進（歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会）

平成21年度左京区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

左京区基本計画取組状況に係る関係団体の意見聴取

東山区役所 東山交通対策研究会の運営

伏見区役所 平成２１年度伏見区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

人事委員会 ○ 京都市職員採用試験への民間面接官の導入

「哲学の道」桜並木保全育成に係る取組

○ 「上下水道モニター」及び「上下水道サポーター」による事業所訪問

教育改革推進会議の開催

京都市子ども安全会議の開催

乳幼児子育て支援研究プロジェクト

こどもみらい館企画推進会議の開催

上下水道局

保健福祉局

総合企画局

教育委員会

左京区役所

都市計画局
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局名等 新規 主な事業名

「市民しんぶん」，ホームページ等による市政情報の提供

「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供

京都市政出前トークの実施（通年化）

総合企画局 京都市地域ＩＴアドバイザー研修の実施

○ 国際都市・京都の魅力向上・発信シンポジウム

○ 朝鮮通信使ゆかりの地・京都の発信バスツアー

ボランティア美化活動助成事業の実施

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の実施

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

廃食用油燃料化事業の支援

青少年活動センターの運営

京都市市民活動総合センターの運営

暮らしの工房づくり支援事業の推進

「文化ボランティア」の登録及び通信誌「文化ボランティアきょうと」発行による
情報提供

産業観光局 農地・水・環境保全向上対策

すまいスクール出張版（耐震改修編，分譲マンション編，悪質リフォーム商法対策
編），分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣の実施

景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

街路樹里親制度の実施

公園愛護協力会制度の支援

北区役所 北暮らしの工房「新大宮ふれあいホール」の運営

上京区役所 上京暮らしの工房の運営

「中京区まちづくり案内版」の運営

中京暮らしの工房館の運営

東山区役所 東山暮らしの工房の運営

山科区役所 山科暮らしの工房「三条街道わくわくホール」の運営

南区役所 南暮らしの工房館の運営

右京区役所 右京暮らしの工房の運営

西京区役所 「西京まち・ひと・情報データバンク(にしきょう・ねっと)」の運営

きらり伏見区まちづくりプロジェクト

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営

暮らしの工房「伏見夢空間」

地域の安心安全ネットワーク形成事業（平成20年度新規分）

深草暮らしの工房「竹と緑」の運営

第２６回文化財・市民講座の開催

消防の図画・ポスター・作文の募集

市民防災会議の開催

京都市総合防災訓練の実施

各局区等

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

文化市民局

都市計画局

総務局

伏見区役所

環境局

建設局

中京区役所

消防局

33



防火ふれあいコンサートの開催

防火見回り活動

地下鉄醍醐車庫見学会の開催

アートパフォーマンスｉｎ山科駅の開催

主要地下鉄駅におけるＡＤポストの設置

「学校ふれあいパーク」事業の推進

「学校ふれあいサロン」事業の実施

「学校コミュニティプラザ」事業の実施

「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業の実施

体育施設開放委員会の取組

市民スクール２１の実施

生涯学習パスポートの取組

（２）市民力・地域力を高める取組への支援

局名等 新規 主な事業名

総合企画局 京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の取組

若者の社会参加活動の推進（青少年活動センター事業におけるボランティアリー
ダーとしての活動)

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）

地域文化会館におけるフランチャイズ（地域拠点）化事業

市民活動に関する情報提供・各種相談

市民活動に関する各種講座の開設

集会所新築等補助の実施

市民活動に関する助成金情報の収集・提供

○ 市民活動支援資金融資事業の実施

地域における安心・安全な消費生活の推進（「京（みやこ）・くらしのサポー
ター」と「くらしのみはりたい」）

観光ボランティアの推進

市民と耕す農業支援事業の推進

農地・水・環境保全向上対策

ユニバーサルデザインアドバイザー派遣事業の実施

キャンパスプラザ講義「実践ユニバーサルデザイン」開講支援

○ 映画のユニバーサル上映支援

京都市「障害者週間」市民啓発事業

高齢者仲間づくり支援事業の実施

高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サポート助成事業の実施

介護相談員派遣事業の実施

高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座

景観・まちづくりセンターによるまちづくり活動支援

景観・まちづくり大学の実施

京町家まちづくりファンドによる京町家改修助成

京都市すまい・まちづくり活動支援制度による専門家の派遣

都市計画局

交通局

教育委員会

保健福祉局

文化市民局

消防局

産業観光局
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中京区役所 中京区にぎわいのあるまちづくり支援事業の取組

東山区役所 いきいきネットワーク（保健・医療・福祉・防災・防犯）の活動支援

下京区役所 下京こころのふれあいネットワーク事業の実施

右京区まちづくりフォーラムの開催

右京区まちづくり支援制度の実施

西京区役所 洛西ニュータウン創生推進委員会の取組

きらり伏見区まちづくりプロジェクト会議の開催

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援～「伏見ルネッサンスプラン」の
具体化に向けて～

伏見区民文化フェスティバルの開催

伏見区民文化祭・区民茶会の開催

伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催

改進ふれあいフェスタの開催

自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成

文化財市民レスキュー体制の確立，文化財レスキューリーダーの養成

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

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

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

京都学生消防サポーターの養成

地域と事業所との防災ネットワークづくり

消防署見学・展示会の開催

我が家の防火診断士の養成

老人クラブ等地域各種団体に対する防火安全指導

旅館業協会等関係団体への支援

自衛消防隊連絡協議会の支援

市民への自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出事業の実施

地域力を活かした住宅用火災警報器設置促進事業の実施

大風流２００８

「学生ボランティア」学校サポート事業の実施

子育て支援ボランティア養成事業の実施

地域子育て支援ボランティア養成事業の開催

乳幼児子育てサポート推奨事業の実施

青少年科学センターボランティア養成事業の実施

総合育成支援教育ボランティア養成講座

女性指導者研修

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業の実施

○ 「子どもを取り巻く緊急課題」語り部養成講座

図書館ボランティア

教育委員会

右京区役所

伏見区役所

消防局
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博物館ふれあいボランティア養成講座

○ 絆・ふれあいフェスタ

○ 花背山の家ボランティアリーダー養成講座

（３）地域における多様な活動主体の相互の交流・連携の促進

局名等 新規 主な事業名

大学地域連携モデル創造支援事業

大学のまち京都推進会議の活動

「京のアジェンダ21フォーラム」の取組の推進

○ 「共汗サポーター制度」の創設

京都市ごみ減量推進会議の取組

コミュニティ回収活動の支援

京都市まちの美化推進事業団の活動

京都市まちの美化「シティポリス」倶楽部の活動

まちの美化推進住民協定の締結促進

地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組

京都市市民活動総合センターの運営
（ボランティア・市民活動フェスタ）

ＮＰＯ・市民活動団体と行政との協働推進のための情報提供

まちづくりアドバイザーの配置

区役所における学区担当制の検討

○ 各区基本計画の策定に向けた取組

「みやこユニバーサルデザインフォーラム（みやこＵＤＦ）」の開催

精神保健福祉ボランティア連絡協議会の取組

各区こころのふれあいネットワーク交流会の開催

京（みやこ）・地域福祉パイロット事業の取組

職住共存地区整備推進事業

地域・住民事業者の主体的な都心のにぎわい創出支援

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進

市民ボランティア「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業の取組

北区基本計画推進事業（北区まちづくり活動支援事業「いきいき北区プラン・フォ
ローアップ事業」）

北区基本計画推進事業（北区　地域と大学つながるネット）

いきいき北区まちづくり推進会議の運営

北区総合防災訓練の開催

環境パートナーシップ事業

北区民ふれあい事業（北区民春まつり　他７事業）

北区民人権啓発事業

上京区基本計画推進事業（ふれあい上京20部会の取組）

上京区民ふれあい事業（上京区民ふれあいまつり　他３事業）

環境パートナーシップ事業

上京区文化振興会事業（上京茶会，上京薪能，他１事業）の実施

地域における安心・安全ネットワーク形成事業の取組

上京の子どもまつり2008(仮)

教育委員会

文化市民局

環境局

上京区役所

北区役所

保健福祉局

総合企画局

都市計画局
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左京区基本計画推進事業（大学のまち・左京　大学と地域の相互交流促進事業，伝
統行事のシンポジウムの開催）

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり２００８　他６事業）の取組

環境パートナーシップ事業

憲法月間　街頭啓発，フィールドワークの開催

人権強調月間　人権啓発パネル展の開催

人権月間　街頭啓発，児童絵画展，「心のふれあいみんなの広場」，人権啓発パネ
ル展の開催

左京区まちづくり推進会議の運営

安心安全ネットワーク形成事業の取組

中京区民ふれあい事業（中京区民ふれあいまつり　他4事業）

環境パートナーシップ事業

あかしやふれあい盆踊り大会の開催

あかしやふれあいまつりの開催

中京未来委員会の運営

東山・まち・みらい塾

東山区民ふれあい事業の取組

環境パートナーシップ事業

安心安全ネットワーク形成事業の取組

東山まちづくり推進会議の運営

地域と大学との連携・協力によるまちづくりのための環境整備

東山区こころのふれあいネットワーク

山科区民ふれあい事業の取組

環境パートナーシップ事業

「山科区２万人まち美化作戦」の取組

「山科区エコアクション№１宣言」の取組

"やましな２１"推進会議の運営

○ 源氏物語千年紀事業「源氏物語の夕べin勧修寺」の取組

安心・安全ネットワーク形成事業の取組

○ 下京区１３０周年記念事業（源氏物語千年紀事業）

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の開催

いきいき下京推進委員会等の運営

下京区民ふれあい事業（歴史探訪の会，健康づくり教室，下京区民ふれ愛ひろば，
なかまづくり（写真サークル），区民ギャラリー）

環境パートナーシップ事業

下京区地域の安心安全ネットワーク形成支援

環境月間「京都駅周辺エコ・クリーン作戦」

環境パートナーシップ事業

南区子育て支援ルームの運営

安心・安全ネットワーク形成事業の取組

南区まちづくり推進会議・部会等の開催

南区役所

下京区役所

中京区役所

山科区役所

東山区役所

左京区役所
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南区役所 南区民ふれあいまつりの開催

右京区まちづくり円卓会議の運営

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４事業）の取組

環境パートナーシップ事業（環境について考える施設見学会　他５事業）の取組

安心安全・右京区民のつどい

地域における安心安全ネットワーク形成事業の取組

西京まち・ひと・情報データバンク(にしきょう・ねっと)

西京塾の取組

「西山文化」創造区民会議の運営

西京区民ふれあい事業（西京区民ふれあいまつり他）

環境パートナーシップ事業

地域における安心安全ネットワーク形成事業

洛西ニュータウン創生推進委員会の取組

きらり伏見区まちづくりプロジェクト

伏見区まちづくり懇話会の運営

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

「横大路まちづくり協議会（仮称）」の設立支援

伏見区民ふれあい事業（伏見区民史跡めぐり，伏見区民文化祭・区民茶会，伏見区
西部ふれあいプラザ，伏見区民文化フェスティバル，深草ふれあいプラザ，深草文
化交流，醍醐ふれあいプラザ，福祉のまち醍醐・交流大会）の取組

環境パートナーシップ事業

憲法月間街頭啓発，人権を考えるバスツアー，人権啓発書道展，人権啓発パネル展

ふしみ人権の集い，学習会

人権月間人権を考える講演会，映画会，街頭啓発，人権啓発ポスター展

地域の安心安全ネットワーク形成事業（平成19年度からの継続分）

伏見区総合防災訓練

伏見区地域福祉推進シンポジウムの開催

○ 深草トレイル(仮称)整備事業

身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進

学区・町内等に対する防災指導責任者・防災指導員の配置

おやじの会実施・充実

地域生徒指導連絡協議会の取組

学校運営協議会

みやこ子ども土曜塾実施・充実

歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定（ジュニア京都検定）の実施

人づくり２１世紀委員会の開催

地元主導・地元とのパートナーシップによる学校統合の推進

３　情報の提供・公開と共有

局名等 新規 主な事業名

市民しんぶん企画の充実（ページ増加，きょうと共汗大作戦の掲載）

各所属ホームページにおける行政情報の発信（動画配信機能の強化）

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

伏見区役所

消防局

教育委員会

右京区役所

西京区役所

各局区等

38



「市民参加情報カレンダー」による市民参加情報の提供

公文書目録のインターネット上での公開

公共施設における情報提供の充実

京都市政出前トークの実施（通年化）

電子会議室の実施

ホームページ及びその他の広報媒体を通じた「京都市基本計画第２次推進プラン」
の実施状況についての情報提供

市民公募委員交流会の開催

市政情報総合案内コールセンターの活用

「京都市市政改革実行プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開

外郭団体における情報公開の推進

公民交流セミナーの開催

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

理財局 「京都市財政健全化プラン」に基づく取組の進ちょく状況の公開

環境調査結果の公開

環境影響評価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

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

リーダーバンク通信／10代が作るフリーペーパー「the-keys」の発行

京都芸術文化情報リンク集

市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実

ユニバーサルデザインに基づいたわかりやすい情報提供についてのアイデア・ヒン
ト集の作成

こころの健康増進センターホームページの充実

「出産お祝いレター」及び「子育て応援パンフレット」お届け事業

北区役所 市民しんぶん北区版まちかど記者突撃レポートの運営

東山区役所 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

市民しんぶん右京区版区民レポーターの運営

市民しんぶん右京区版紙面モニターの実施

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

まちづくり交流パビリオン

改進ふれあいフェスタの開催

放火防止マップの活用

○ ＡＥＤマップの活用

子ども安心安全情報等発信機能付ＰＴＡ・「おやじの会」ホームページの開設・充
実支援

情報通信技術を活用した生涯学習の推進

４　計画を着実に進めるために

局名等 新規 主な事業名

市民参加推進会議の開催

○ 「市民参加事例庁内発表会（仮称）」の開催
総合企画局

消防局

右京区役所

保健福祉局

環境局

総合企画局

伏見区役所

教育委員会

各局区等

文化市民局

総務局
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○ 「市民参加ガイドライン」の改訂

○ 「審議会等運営ガイドライン（仮称）」の策定

「京都市市民参加推進フォーラム」の開催

市民参加円卓会議の開催

○ 庁内向けデータバンクの構築

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

各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

市民参加を促進する職員研修の充実

公民交流セミナーの実施

市政セミナーの実施

文化市民局 市民活動総合センターによるメールマガジンの活用・充実

総合企画局

総務局
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