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～ はじめに ～ 

本市における市民参加の取組状況 

 

１ 市民参加推進計画について 

  本市では，全国に先駆けて，市民参加を市政運営の根幹に据え，平成１３年１２

月に「市民参加推進計画」（平成１８年１２月中間見直し）を策定するほか，平成

１５年６月に政令指定都市で初となる市民参加推進条例を制定し，審議会等の公開

やパブリック・コメントの制度化，市民活動センターの設置など市民参加の推進に

着実に取り組んできた。 

  市民参加推進計画は，平成２２年度をもって当初の計画期間の１０年を満了する

ため，市民参加を進める審議会である「市民参加推進フォーラム」からの提言を踏

まえて，平成２３年度から１０箇年の計画期間となる「第２期市民参加推進計画」

を平成２３年３月に策定した。 

  第２期計画では，目指す未来像を「参加と協働により，豊かで活力のある地域社

会を実現します。」とし，「はばたけ未来へ！ 京（みやこ）プラン（京都市基本計

画）」に掲げる市民の知恵と力をいかした市政を実現するため，市民の積極的な市

政への参加と，市民と行政との協働を進めるとともに，「自分たちのまちは自分た

ちでつくっていく」という市民主体のまちづくりを進め，人間らしくいきいきと働

き，家庭・地域で心豊かに生活できる「真のワーク・ライフ・バランス」の実現を

目指すこととしている。 

  市民参加推進計画の推進に当たっては，「市民参加推進フォーラム」からの助言

や提言を受けながら取組を着実に推進していく。 

 

２ 市民参加の取組状況について 

（１）市政への参加について 

    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

の会議は平成１６年度からすべて公開するとともに，市民公募委員を導入する

審議会等が着実に増加してきた。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，これを実施するなど，市民参加の制度や仕組みは整い，その取組

は着実に進ちょくしている。 

    今後とも，これまでに導入した制度がその趣旨を十分踏まえて運用されるよ

う，政策・施策の形成過程における参加の手法を市民に分りやすく伝えること

や，それぞれの段階において市民の声がどのように伝わり，いかされているか

を可視化することへの取組，市民が必要とする情報を届け，市民がその情報に

たどり着けるための情報提供の工夫，インターネットのより有効な活用などに

取り組む。 

 

（２）まちづくり活動について 

地域自治の伝統が息づく京都市は，自治会，町内会などをはじめとする地縁

組織による地縁型のまちづくり活動が以前から活発である。しかし，一方，近

年，居住形態や生活様式の変化に伴い，自治会・町内会その他の地域住民の組

織する団体に加入する住民の割合が低下し，地域活動の担い手不足が顕著にな
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るなど，地域コミュニティの活力が低下することが危惧されている。これに対

応するため，平成２３年１１月に地域コミュニティ活性化推進条例を制定し，

平成２４年５月に策定した「地域コミュニティ活性化推進計画」に基づき，地

域コミュニティの活性化に向けた取組を進めているところである。 

また，ボランティア，ＮＰＯなど自主的なまちづくり活動（志縁型のまちづ

くり活動）も，市民活動総合センターにおける登録団体数やホームページへの

アクセス数が順調に増加するほか，平成２４年４月から，ＮＰＯ法人の認証・

認定制度に係る事務が京都府から京都市に移管され，京都市内に主たる事務所

を有するＮＰＯ法人は８５６法人（前年度比６３法人増）と増加し，活発とな

ってきている。さらに，平成２５年度は，ＮＰＯ法人と地域団体の連携を促進

するマッチングファンド事業に取り組む等，より広い意味での地域，市民活動

の活性化に取り組んでいく。 

市民主体のまちづくりを進めるためには，これまで，まちづくりの主体とし

て活躍してきたこれら地縁組織・志縁組織に加え，企業・事業者，京都の都市

特性である多数の大学，寺社なども，地域社会を支える主体としての役割を担

い，これら多様な主体のつながりが必要である。 

このため，多様な主体相互の連携を強化する仕組みづくりやさらなる行政と

の協働を目指す取組を推進するとともに，様々な形態のまちづくり活動への支

援に積極的に取り組んでいく。 

    さらに，市民主体のまちづくりを区長・担当区長が先頭に，区役所が柔軟か

つスピーディにしっかりと支えていく協働の仕組みとして，「区民の提案」と

「共に汗する共汗型のまちづくり」を支援する予算システムを運用するほか，

多様な主体が地域の課題の共有・実践を図る「区民まちづくり会議」を設置し

て，京都の地域力をいかした協働型のまちづくりを進めていく。 

 

＜市民参加の取組の実績と計画＞                    （単位：件） 

項  目 
実績 計画 

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

アンケート，モニター調査 ５３ ３２ ４１ ４１ ３９ 

審議会等の公開 

公開している審議会等／公開可能な審議会等，％ 

135/135 

100% 

127/127 

100％ 

109/109 

100％ 

114/114 

100％ 

111/111 

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等／在籍可能な審議会等，％ 

73/112 

65.2% 

68/109 

62.4% 

54/80 

67.5% 

62/87 

71.2% 

61/85 

71.8% 

パブリック・コメント ２５ ５６ ２５ ２４ １２ 

ワークショップの実施数 ３６ ３１ ３１ ２８ ２９ 

ＮＰＯ法人認証数＊ ７１７ ７４１ ７９３ ８５６ － 

市民活動総合センター 

・ホームページアクセス数 

 

204,292 

 

211,235 

 

231,972 

 

242,951 

 

－ 

・インフォメーションサービス登録数（団体数） ７６６ ８６０ ９７２ ９８７ － 

※ 京都市内に主たる事務所を置く認証ＮＰＯ法人数 

（参考）審議会等総数の推移 ○21 189， 197， 167， 154， 147 
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３ 「共汗」による市政運営について 

これまでの市民参加の取組を更に進めるため，単に市民参加の機会を行政が用意

するだけでなく，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，共に汗して，未来の京都を創っていく「共汗」の取組を市政のあらゆる分野で

進めているところである。 

 市民の主体的な議論に基づき提言，そして自ら行動する「京都市未来まちづくり

１００人委員会」（平成２０年９月設置）では，より多くの市民が委員を経験し，

新たなテーマに取り組んでいけるよう，平成２４年度からメンバーを一新して第４

期の活動を開始した。住民基本台帳から無作為に選出した市民の会議での意見に基

づき１６の重点テーマを設定し，テーマごとのチームを編成して活動に取り組んで

いる。平成２５年度は，具体的な取組方針をまとめた「行動計画」を策定し，テー

マの実現に向けた一歩を踏み出すことを目指し，具体的な議論と実践行動を展開し

ていく。また，この「京都市未来まちづくり１００人委員会」のモデルをいかした

取組が各区での区民参加のまちづくり等に広がりつつあることから，人材育成やノ

ウハウの共有等の支援体制も整備を進めていく。 

また，市民の社会参加意識のさらなる向上を目指し「京都のために何ができるの

かを考え行動しよう」というメッセージを，ＮＰＯや企業，大学等，多様な活動主

体と連携しながら広く発信する「Let's “KYO” Together!」キャンペーンに引き

続き取り組む。ラジオ等のメディアを活用し，「京都のための実践活動事例」を紹

介するほか，市民からの「京都のためのちょっといいこと」事例募集，チャリティ

コンサート等のイベントを実施し，より多くの市民を巻き込んだ取組を展開してい

く。 

更に，市長自らが，まちづくり活動の現地・現場や市民と行政との協働の取組な

どの中に飛び込み，市民の願いや要望に直接耳を傾けるとともに，未来の京都を共

に語り合う「おむすびミーティング」も，平成２０年度の開始以来これまで計６０

回実施した。今後も，引き続き幅広い分野の市民との対話を行えるよう，市民活動

の状況や地域事情に通じた各局区等の連携を図っていくとともに，新たな共汗，協

働の取組への発展も目指していく。 
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Ⅰ 平成２４年度施策実施状況及び平成２５年度施策実施計画の概要 

 

１ 市民の市政への参加の推進 

（１）政策・施策の形成過程の見える化（可視化） 

   （24 年度 10ページ），（25年度 35ページ） 

これまでに導入した制度がその趣旨を十分に果たすよう，政策・施策の形成過

程における参加の手法を市民に分かりやすく伝えるとともに，それぞれの段階に

おいて市民の声が市政にどのように伝わり，いかされていくのかを可視化するこ

とに取り組む。 

○ 平成２４年度においては，市民が参加できる手段や時期を分かりやすく情報提

供するため「施策・事業ごとの市政への参加手法の公表」を，本市ホームページ

上で開始したほか，市政への参加手法を記載した「みやこ協働通信（特別版）」

を大学や公共施設で配布した。 

 

 ◎ 平成２５年度においては，引き続き「施策・事業ごとの市政への参加手法の公

表」に取り組むほか，本市ホームページ上に，新たに市政参加の手法などについ

て解説，紹介するページを作成する。 

 

 

（２）市民に必要な情報を届け，たどり着く情報提供の促進 

   （24 年度 10ページ），（25年度 35ページ） 

市民が必要とする情報を届け，また，市民がその情報にたどり着けるよう，情

報提供の更なる工夫に努めるとともに，費用対効果等を考慮しながら，インター

ネットを活用した積極的な情報提供に取り組む。 

○ 平成２４年度においては，情報発信のソーシャルメディア活用の基本となる

「京都市ソーシャルメディアガイドライン」，「京都市スマートフォンアプリケ

ーション活用ガイドライン」を策定した。また，「京都市情報館」に，市が取り

組むソーシャルメディア，スマホアプリを集約したページを作成し，各所属で行

っている情報の受発信の取組への市民のアクセス性を向上させた。 

 

◎ 平成２５年度においては，「地域発！うきょう情報受発信事業」により，地域

住民自身がレポーターとなって地域のまちづくり活動を動画で配信するなど，

各局区等において Facebook や Twitter 等のソーシャルメディアを活用した情報

発信の充実に努める。 
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（３）市民ニーズを把握し，政策・施策に結び付ける仕組みの拡充 

   （24 年度 10ページから 11ページまで），（25年度 35ページから 36 ページまで） 

市民のニーズを的確に把握するため，広聴の取組を充実させるとともに，市民

の参加意欲が高く，参加の満足度の高い「課題の抽出段階において，多様な主体

が議論を交わす新たな取組」を検討・実施する。 

○ 平成２４年度においては，京都が「大学のまち・学生のまち」として，発展し

続けるための政策を検討するに当たり，「未来の「大学のまち・学生のまち京都」

に向けた意見募集」，上下水道事業の今後の運営やサービスに生かすための「上

下水道モニター」を実施した。 

さらに，住民基本台帳から無作為で選出した市民に会議への参加を呼び掛け，

これに応じた市民が京都のまちづくりの課題について議論する「未来まちづくり

ミーティング」などを実施した。 

 

 ◎ 平成２５年度においては，「京都市未来こどもプラン」の次期計画の策定に向

けて，「子育て支援に関する市民ニーズ調査」等を実施するほか，上下水道事業

に関する関心，満足度及びサービスに関するニーズなどを把握する「お客さま満

足度調査（仮称）」など，市民の声を市政に反映させる取組を実施していく。 

 

 

（４）より参加しやすい審議会等の運営の促進 

   （24年度 11 ページから 16ページまで），（25 年度 36 ページから 41ページまで） 

審議会等は，政策形成段階において重要な役割を果たしており，その過程を公

開し，審議に市民意見を反映させていくことが重要である。そのため，公開可能

な審議会等は公開するとともに，市民公募委員をはじめとする委員の幅広い人材

の登用の促進を図る。 

 

○ 平成２４年度においては，「下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議」，

「京都市中央斎場のあり方検討委員会」，「京都市空き家対策検討委員会」など

公開可能な全ての審議会等で会議を公開した。 

また，「京都市多文化施策懇話会」，「京都市伝統産業活性化推進審議会」など

で，委員の公募を進め，審議会等での市民公募委員の在籍割合は，７１％とな

った。 

 

◎ 平成２５年度においては，「京都市国際化推進プラン中間見直し検討委員会」，

「京都市子ども・子育て会議（仮称）」など公開可能な全ての審議会等で会議を

公開する予定である。 

また，新たに設置される「“京都をつなぐ無形文化遺産”審査会」，「駅周辺に

ふさわしい都市機能検討委員会」など，市民公募委員が在籍する審議会等を拡

大していく。さらに，各審議会に在籍する市民公募委員同士が意見交換する「市

民公募委員サロン」を開催し，知識や思いを醸成する機会を設ける。 
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（５）市政運営の各過程での参加の仕組みの拡充 

   （24 年度 16 ページから 22ページまで），（25年度 41ページから 47 ページまで） 

政策の形成・実施・評価などのあらゆる段階において，市民の意見を聞き，そ

の知恵と力をいかすため，個々の施策や事業などで目的や状況に応じた最適な市

民参加手法を活用し，幅広く参加の機会を設けることで，市民が一層参加しやす

い市政運営を行う。  

○ 平成２４年度においては，「京都市地域防災計画」，「支えあうまち・京都ほほ

えみプラン」，「道路や公園など公共土木施設の構造等の基準を定める条例の制定

等」などに当たってパブリック・コメントを実施した。また，「なんやかんや！

大原野」，「伏見をさかなにざっくばらん」や各区避難所運営マニュアル作成等，

ワークショップ形式で議論を行った。 

 

 ◎ 平成２５年度においては，「京（みやこ）・地域福祉推進指針（案）」，「「大学の

まち京都・学生のまち京都次期推進計画（H26～30）」（案）」などについてパブリ

ック・コメントを実施するほか，「みんなで作る左京朝カフェ」，「まちづくりカ

フェ＠東山」等，ワークショップ形式で議論するとともに，託児を用意し，誰も

が参加しやすい環境を整える。 

 

（６）参加を担う人材育成 

   （24 年度 22 ページから 23ページまで），（25年度 47ページ） 

次世代の社会を担う若い世代に市政への参加の意義などを周知するとともに，

市職員の市民参加に関する意識を更に高め，市民の知恵と力をいかした市政運営

を進める。 

 ○ 平成２４年度においては，「職員のための市民参加推進の手引き」を活用した

職員研修を充実させたほか，全国の先進的な協働の取組を，市民と市職員が一緒

に学び交流する「協働連続講座」を実施した。さらに，青少年の市民参加を促進

するため青少年自身が議論する「市民参加円卓会議」の開催等を行った。 

 

 ◎ 平成２５年度においては，若年世代を対象に，まちづくりに必要な「企画力」

や「プレゼンテーション能力」，「地域との連携策」を学んでもらう講座「中京区

まちづくり仕掛け人養成講座」を実施するほか，「未来まちづくり 100 人委員会」

モデルを各区に展開するためアドバイザーの派遣や新しい会議手法を体験する

研修に取り組む等，市政参加を通じて市民の知恵と力をいかした市政運営を推進

していく。 
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２ 市民のまちづくり活動の活性化 

（１）地域における多様な活動主体の交流・連携の促進 

   （24年度 23 ページから 27ページまで），（25 年度 47 ページから 51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，共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２４年度においては，地域における多様な活動主体が相互に交流・連携で

きるよう，「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイトの開設」に取り組

んだ。 

また，区基本計画の実現や地域課題の解決に向けて，幅広い区民が参画するま

ちづくりカフェ，区民まちづくり会議，区民と各区役所が共汗で取り組む「共汗

型事業」（北区北部山間地域まちづくり構想策定事業，左京学生ボランティアセ

ンター，地域力育成支援事業（西京区）等）等を推進した。 

 

◎ 平成２５年度においては，「下京区西部エリアの活性化推進事業」，「官民地域

連携による岡崎地域の魅力づくりの推進」により，地域に関わる関係者が役割分

担と合意形成を図りながら地域活性化の取組を進める。 

また，保護者や地域の住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する

「学校運営協議会」や地域団体，生産者等と連携し「やましなＹ級グルメ」の創

設等を推進していく。 

 

（２）自主的な活動を始めるための環境づくり    

   （24年度 27 ページから 28ページまで），（25 年度 51 ページから 52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２４年度においては，キャンパスプラザ京都（学生 Place＋（プラス））等

の各分野別センターにおいて活動場所の提供や専門員による助言を行っている。 

また，市民の自主的なまちづくりの活動，交流拠点として「地域の知恵・手づ

くり拠点整備事業（右京区）」，「ふかふか家（深草支所）」の運営支援等，各区で

の取組を充実させた。 

   さらに，学生や市民の文化・芸術の発表の場として「アートパフォーマンス in

山科駅」を開催し，自主的な活動の場を提供した。 

 

◎ 平成２５年度においては，引き続き，市民活動総合センターをはじめ，市内１

３箇所に設置したいきいき市民活動センターにおいて市民活動を支援するほか，

自治会・町内会の運営や活動の手引き「地域活動ハンドブック」を活用し，また

市民が自主的に活動を始めるための環境の整備を図っていく。 
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（３）市民力・地域力を高める取組への支援 

   （24年度 29 ページから 32ページまで），（25 年度 52 ページから 56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２４年度においては，「京都のために自分に何ができるか考え行動しよう」

というメッセージを広く発信し，京都の市民活動の紹介やＮＰＯへの寄附促進な

どに取り組む「Let's “KYO” Together!キャンペーン事業」や，認定ＮＰＯ法

人への移行に向けた支援を実施した。 

また，各行政区において区民が自発的，自主的に企画，運営する事業を募集し，

経費の一部を補助する「区民提案型支援事業（＊名称及び制度設計は各区により

異なる）」を新たに創設して，市民の自発的な活動を支援した。 

 

◎ 平成２５年度においては，地域団体とＮＰＯ法人が連携し，市民からの寄付を

活用して取り組む事業を募集し，寄付と同額の補助金支援を行う「地域団体とＮ

ＰＯ法人の連携促進事業」に新たに取り組む。 

また，地域の身近なスペースを高齢者の「居場所づくり」に活用する地域住民

の取組を支援する「高齢者の居場所づくり支援事業」，マンション住民の地域活

動への参加を支援する「地域力（みなみ力）パワーアップ事業」，小学生が区の

魅力を発見し，学校等と連携して広く下京区の魅力を発信する「いいね！下京探

偵団」等により，地域における自主的な活動を支援していく。 
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３ 情報の提供・公開と共有 

  （24年度 32 ページから 34 ページまで），（25年度 56 ページ 58 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２４年度においては，本市や分野別センターのメールマガジンやソーシャ

ルメディアのサイト等が一覧できるちらしの作成や，「京都市情報館」を市民が

より見やすく使いやすいデザインにリニューアルを行った。また各区においても，

インターネット上にまちづくり情報を集約した「上京ふれあいネット カミン

グ」を運用する等，情報提供と共有の取組の充実を図った。 

 

◎ 平成２５年度においては，引き続き水道事業のＰＲに地下鉄広告，ラジオ，映

画ＣＭ，印刷物など様々な広報媒体を活用する等，市の取組や政策課題について

の周知を積極的に図るほか，職員が直接出向いて市政について説明する「市政出

前トーク」など，情報提供と共有の取組の充実を図っていく。 

 

 

４ 計画を着実に進めるための推進体制 

  （24 年度 34ページ），（25年度 58 ページ） 

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２４年度においては，市職員の市民参加や協働についての理解を深める研

修を充実したほか，未来まちづくり１００人委員会の職員委員の公募を新たに実

施するなど，市民参加に関わる職員の能力向上に努めた。 

 

 ◎ 平成２５年度においては，市民参加に取り組む市職員同士が事業推進上の悩み

や，うまくいった事例などを意見交換する「職員ワークショップ」を開催する。

また，市民参加推進フォーラムとの連携により，協働を推進するために必要なこ

とについて市民同士が意見交換できる場や機会の提供に取り組んでいく。 



局名等 新規 主な事業名

○ 施策・事業ごとの市政への参加手法の公表

リーフレット，本市公式サイト「京都市情報館」など各種広報媒体を活用した市政
参加の制度の周知の充実

上下水道局 ○ 京都市上下水道料金制度に関する意見募集の周知

(２)市民に必要な情報を届け，たどり着く情報提供の促進

局名等 新規 主な事業名

各局区等
汎用性が高く利用者の多いインターネットツール（Facebook,Twitter,Ustream等）
を活用した情報発信の充実

○
アンケートや事業への協力者等を対象とした市政への参加の情報を届けるための登
録制度の実施

リーフレット，本市公式サイト「京都市情報館」など各種広報媒体を活用した市政
参加の制度の周知の充実

右京区役所 〇 地域発！うきょう情報受発信事業

西京区役所
洛西ニュータウン魅力発信装置「まちボタン」（ポータルサイト・フェイスブッ
ク）による情報発信

笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ「水曜日は水道日」コーナー

○ 映画ＣＭによる情報発信

○ 上下水道料金制度改定議案の周知

（３）市民ニーズを把握し，政策・施策に結び付ける仕組みの拡充

アンケート，モニター調査など

局名等 新規 主な事業名

京都市のごみ収集業務に関するアンケート調査

○ 公衆トイレ利用実態調査

○ 京都市職場探見チーム

窓口サービス評価・実践制度

市民生活実感調査（平成24年度政策評価）

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

「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運営

「おむすびミーティング」の実施

○ 無作為選出の市民会議「未来まちづくりミーティング」の実施

○ 未来の「大学のまち京都・学生のまち京都」に向けた意見募集

上下水道局

行財政局

総合企画局

Ⅱ　24年度施策実施状況

総合企画局

総合企画局

１　市民の市政への参加の推進
(１)政策・施策の形成過程の見える化（可視化）

環境政策局
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○ 真のワーク・ライフ・バランス（インターネットアンケート）

青少年モニター制度

市民のスポーツに関する意識，活動調査

観光地等交通対策事業に係るパークアンドライド利用者アンケート

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進

観光交通に係る公共交通利用促進事業

○ 市民の公共交通の利用状況を把握するための移動手段調査

北区役所 「お客様の声」の設置

左京区役所 「区長へのお便りメール」，「区長へのお便りボックス」の設置

下京区役所 「皆様の声」箱の設置

南区役所 「市民しんぶん南区版」区民モニター

「平成24年度　右京区運営方針」についての意見・提案募集

右京ファンレターの募集

西京区役所 「西京区役所・洛西支所ご見箱」の設置（洛西支所）

伏見区役所 「お客様の声ＢＯＸ」の設置（深草支所）

「お客様の声」の設置

市バス お客様アンケート

上下水道モニター

蹴上浄水場一般公開時の来場者アンケート

鳥羽水環境保全センター一般公開時の来場者アンケート

上下水道局公式サイト「ご意見メール」

京都市上下水道料金制度に関する意見募集

ミスト事業に係るアンケート

投函箱「お客さまの声を上下水道局へ」

各区ふれあいまつり，市民ふれあいステージ，京都学生祭典での水道利用等に関す
るアンケート調査

○ 京都市上下水道事業に関するはがき調査

○ 子どもを共に育む京都市民憲章に関するアンケート

学校歴史博物館アンケート調査

花背山の家利用者アンケート調査

(４)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

局名等 新規 審議会等の名称

○ 京都市市民協働発電制度検討委員会

京都市環境審議会

京都市環境影響評価審査会

京都市自動車環境対策協議会

文化市民局

右京区役所

教育委員会

都市計画局

交通局

上下水道局

環境政策局
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京都市廃棄物減量等推進審議会

京都市バイオマス活用推進会議

京都市ごみ収集業務評価委員会

京都市産業廃棄物３Ｒ推進協議会

○ 京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会

京都市国民保護協議会

京都市防災会議

公立大学法人京都市立芸術大学評価委員会

京都市歴史資料館評議員会

京都市事務事業評価委員会

京都市行政評価調査会議

京都市政策評価委員会

〇 下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議

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

京都市未来まちづくり100人委員会

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議

京都市多文化施策懇話会

京都市国際化推進プラン点検委員会

京都市情報公開・個人情報保護審議会

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

京都市町名，町界変更審議会

京都市市民活動センター評価委員会

京都市地域コミュニティ活性化推進審議会

京都市いきいき市民活動センタースモールオフィス選定委員会

京都市生活安全施策懇話会

京都市交通安全対策会議

京都市路上喫煙等対策審議会

京都市奨学金等返還事務監理委員会

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

京都市文化財保護審議会

○ 京都岡崎の文化的景観保存計画策定委員会

京都市美術館評議員会

元離宮二条城保存整備委員会

行財政局

環境政策局

文化市民局

総合企画局
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京都市スポーツの絆が生きるまち推進会議（スポーツリエゾン京都）

京都スポーツの殿堂委員会

○ 京都市勧業館指定管理者選定委員会

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

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「京ミートマーケット」マスタープランの進捗評価に
係る第三者委員会

木の文化を具体化する推進委員会

京都型農林業プロジェクト委員会

京都市社会福祉審議会

京都市福祉有償運送運営協議会

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

京都市精神保健福祉審議会

京都市障害者施策推進審議会

京都市自殺総合対策連絡協議会

○ 京都市営保育所移管先選定等委員会

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

京都市医療施設審議会

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会

京都市地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会

京都市保健所運営協議会

京都市食の安全安心推進審議会

京都市動物愛護推進協議会

○ 京都市中央斎場のあり方検討委員会

保健福祉局
教育委員会

京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会

京都市都市計画審議会

○ 京都市都市計画施設等見直し検討委員会

京都市都市計画局指定管理者選定等委員会

京都市美観風致審議会

京都市景観審査会

保健福祉局

文化市民局

都市計画局

産業観光局
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京都市開発審査会

京都市建築審査会

「歩くまち・京都」推進会議

○ 「大宮地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議」

○ 「太秦地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議」

○ 「らくなん進都」まちづくりの取組方針検討委員会

○ 京都市空き家対策検討委員会

京都市住宅審議会

京都市公共事業評価委員会

○ 京都市における道路構造の技術的基準検討委員会

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

稲荷山トンネル安全対策委員会

栗尾バイパストンネル技術検討委員会

北区役所 北保健センター運営協議会

上京区役所 上京保健センター運営協議会

左京区役所 左京保健センター運営協議会

中京区役所 中京保健センター運営協議会

東山区役所 東山保健センター運営協議会

山科区役所 山科保健センター運営協議会

下京区役所 下京保健センター運営協議会

南区役所 南保健センター運営協議会

右京区役所 右京保健センター運営協議会

西京区役所 西京保健センター運営協議会

伏見区役所 伏見保健センター運営協議会

京都市上下水道事業経営評価審議委員会

京都市上下水道料金制度審議委員会

教育実践功績表彰選考委員会

京都市立工業高校将来構想委員会

京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会

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

京都市社会教育委員会議

京都市総合教育センター外部評価委員会

京都市視聴覚センター運営委員会

京都市図書館協議会

教育委員会

建設局

上下水道局

都市計画局
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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

○ 京都市市民協働発電制度検討委員会

京都市環境審議会

京都市廃棄物減量等推進審議会

京都市バイオマス活用推進会議

京都市ごみ収集業務評価委員会

京都市産業廃棄物３Ｒ推進協議会

行財政局 京都市歴史資料館評議員会

京都市政策評価委員会

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

京都市未来まちづくり100人委員会

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議

京都市多文化施策懇話会

京都市情報公開・個人情報保護審議会

京都市男女共同参画審議会

京都市市民活動センター評価委員会

京都市地域コミュニティ活性化推進審議会

京都市生活安全施策懇話会

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

京都文化芸術都市創生審議会

“京都を彩る建物や庭園”審査会

京都市スポーツの絆が生きるまち推進会議（スポーツリエゾン京都）

○ 京都市勧業館指定管理者選定委員会

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

「未来・京都観光振興計画２０１０＋５」マネジメント会議

木の文化を具体化する推進委員会

京都型農林業プロジェクト委員会

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

京都市障害者施策推進審議会

京都市自殺総合対策連絡協議会

文化市民局

産業観光局

総合企画局

保健福祉局

環境政策局
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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

京都市食の安全安心推進審議会

○ 京都市中央斎場のあり方検討委員会

保健福祉局
教育委員会

京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会

京都市都市計画局指定管理者選定等委員会

「歩くまち・京都」推進会議

○ 京都市空き家対策検討委員会

京都市住宅審議会

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 北保健センター運営協議会

上京区役所 上京保健センター運営協議会

左京区役所 左京保健センター運営協議会

中京区役所 中京保健センター運営協議会

東山区役所 東山保健センター運営協議会

山科区役所 山科保健センター運営協議会

下京区役所 下京保健センター運営協議会

南区役所 南保健センター運営協議会

右京区役所 右京保健センター運営協議会

西京区役所 西京保健センター運営協議会

伏見区役所 伏見保健センター運営協議会

京都市立工業高校将来構想委員会

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

(５)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

環境政策局

文化市民局

建設局

保健福祉局

都市計画局

京都市環境影響評価等に関する条例改正に向けた考え方について

教育委員会

京都市地域防災計画（震災対策編・一般災害対策編・事故対策編）の改正案

主な事業名

京都市地域防災計画　原子力災害対策編（骨子）

「京都市地域コミュニティ活性化推進計画（仮称）」素案

市庁舎整備基本構想（案）

京都市職員力・組織力向上プラン

行財政局
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文化市民局

建設局

教育委員会

　 イ　ワークショップ

局名等 新規 主な事業名

京都市ごみ減量推進会議の取組の推進

事業ごみ減量に向けたワークショップ

行財政局 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

市民参加円卓会議

市民公募委員サロン

京都市未来まちづくり100人委員会 定例会

○ 無作為選出の市民会議「未来まちづくりミーティング」

文化市民局 青少年モニター

都市計画局 崇仁地区における住環境整備事業

北区役所 ○ 地域と若者　つながるワークショップ

左京区役所 ○ みんなで作る左京朝カフェ～朝からつながるまちづくり

中京区役所 中京まちづくり会議

まちづくりカフェ＠東山

地域リーダー研修

下京区役所 下京・町衆倶楽部

右京区役所 右京区基本計画推進組織(右京区まちづくり区民会議）運営

都市計画局

保健福祉局

個人市民税の寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人の条例による個別指定制度

支えあうまち・京都ほほえみプラン（京都市障害者施策推進計画）

京都市エイズ対策基本方針

平成25年度京都市食品衛生監視指導計画

京都市中央斎場の将来のあり方についての提言案

障害福祉サービス事業者等及び児童福祉施設等（障害児に限る）の基準に関する条例骨
子案

京都市民健康づくりプランに係る新たな行動指針の策定

「東大路通整備構想」の策定

京都市市営住宅条例の一部改正

総合企画局

東山区役所

太秦地区バリアフリー移動等円滑化基本構想

環境政策局

保護施設の基準に関する条例骨子案

高齢者福祉施設等の基準に関する条例骨子案

洛西ふれあいの里保養研修センターの今後のあり方に関する基本方針（案）

都市計画公園・緑地及び土地区画整理事業の見直し指針（案）

公園・緑地及び土地区画整理事業予定地の都市計画の見直し（素案）

大宮地区バリアフリー移動等円滑化基本構想

道路や公園など公共土木施設の構造等の基準を定める条例の制定等

「京都市立工業高校将来構想委員会」中間まとめ
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西京区役所 ○
なんやかんや！大原野（大原野「地域ブランド」戦略の策定に係るワークショッ
プ）

伏見区役所 伏見をさかなにざっくばらん

文化財市民レスキュー体制の育成指導

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

自主防災トップリーダーの養成

我が家の防火診断士の養成

幼年・少年消防クラブの指導

京都学生消防サポーターの養成

上下水道局 上下水道モニター

教育委員会 野外活動ボランティアリーダー養成講座

　 ウ　事業の実施段階における市民や団体等の参加機会の確保

局名等 新規 主な事業名

公の施設への指定管理者制度の導入

公の施設への運営協議会等の設置

公の施設における利用者アンケートの実施

「京のアジェンダ２１フォーラム」の取組の推進

京都市ごみ減量推進会議の取組の推進

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)

市民向けエコドライブ教室の実施

運輸事業者向けエコドライブ教室の実施

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

京都市まちの美化推進事業団の活動

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

市民しんぶんの企画などへの市民参加の推進

京都市未来まちづくり100人委員会

ヒューマンステージ・イン・キョウト

京(みやこ）・くらしのサポーターとの協働による消費者啓発

文化ボランティア

京都市動物園ボランティア―ズ

京都マラソンボランティア

京都観光サポーター制度

ため池「水抜き」生き物調査
産業観光局

環境政策局

消防局

各局区等

総合企画局

文化市民局
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産業観光局 伝統文化の森推進協議会

ほほえみ広場2012

精神障害者バレーボール京都市大会

自死遺族支援のための府民・市民シンポジウム

障害者虐待防止シンポジウム

市民すこやかフェア

○ お風呂屋さんサポーター制度

京都市景観デザイン協議会

市民共汗サポーター「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業の取組

京都市建築物安心安全実施計画推進会議

「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進

「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発

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

四季の花ストリート事業（スポンサー花壇）

街路樹サポーター制度

北区人権啓発事業

北区民春まつり～ふれあいまつり2012～における人権コーナー運営

北区ハートスポット・スタンプラリー

人権啓発作品展

北区「人権のつどい」

憲法月間「街頭啓発」，「映画のつどい」

人権強調月間「夏休み親子施設見学会」

人権月間「街頭啓発」

上京区「講演のつどい」

憲法月間　街頭啓発

人権強調月間　ふれあいまつり人権ブース，人権啓発パネル展の開催

人権月間　ふれあいウォーキング，街頭啓発，児童絵画展，「心のふれあいみんな
の広場」，狂言会

高齢者にやさしい店事業

心ときめき芸術祭

憲法月間「街頭啓発」，「人権啓発パネル展」

人権強調月間「子どもふれあい鑑賞会」

「人権施設見学会」

人権月間「街頭啓発パレード」

人権月間「人権講演会」

保健福祉局

建設局

都市計画局

上京区役所

北区役所

左京区役所

中京区役所
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中京区役所 小・中学生人権啓発書初め展

東山区交通安全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）

東山区内小・中学生人権作品展

人権学習ツアー

人権月間街頭啓発

地域の人権啓発活動支援事業

憲法月間「人権啓発リーダー研修会」，街頭啓発

人権月間「山科区人権講演の集い」，街頭啓発，人権ポスター展

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

人権月間「トーク＆コンサート」

南区子育て支援ルームの運営

憲法月間「施設見学会」，「街頭啓発」

人権強調月間　「人権映画鑑賞会」

人権月間「心のふれあいみんなの広場講演会」,「街頭啓発」

ぐるりんこ京北

小・中学生による人権啓発ポスター展

○ 右京人権啓発「異文化ふれあい教室」

右京ふれあい講演会

人権月間「映画のつどい」（兼地元役員研修会・啓発）及び「小・中学生合同作品
展」

憲法月間　「映画のつどい」（兼地元役員研修会・啓発）

憲法月間街頭啓発，人権啓発書道展，人権啓発パネル展，人権啓発標語展

ふしみ人権の集い，学習会

人権ワークショップ(フィールドワーク)

醍醐ふれあいプラザ人権啓発ブース

平成25年京都市消防出初式

救急フェスタ

上下水道モニター

○ 京都市水道創設100周年記念　疏水ウォーキングラリー

打ち水大作戦2012

市立学校芝生化維持・管理ボランティアの活動

学校運営協議会への参画

学校評議員の活動

学校支援ボランティアの活動

「子どもを共に育む未来づくり教育フォーラムin京都」への参加

西京区役所

東山区役所

教育委員会

山科区役所

街頭啓発，人権啓発ポスター・標語展，人権を考える講演会

下京区役所

消防局

伏見区役所

上下水道局

右京区役所

南区役所
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土曜学習ボランティアの活動

学校図書館ボランティアの活動

日本語を母語としない児童・生徒に対する日本語指導ボランティアの活動

児童・生徒及び保護者に対する通訳ボランティアの活動

学校安全ボランティアの活動

総合育成支援教育ボランティアの活動

京都市生涯学習市民フォーラム事業への参加

博物館ふれあいボランティアの活動

成人の日記念式典への参加

京都市PTAフェスティバルへの参加

「みやこ子ども土曜塾」への参加

親と子のこころの電話相談員の活動

「子どもを取り巻く緊急課題」語り部養成講座と市民インストラクターの活動

地域教育サポーターの活動

親支援プログラム支援者の活動

放課後まなび教室推進事業　学習アドバイザー・学習サポーターの活動

学生ボランティアの活動

モノづくり学習支援員（京モノレンジャー）の活動

スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習ボランティアの活動

こどもみらい館子育て支援ボランティアの活動

古典の日記念 京都市平安京創生館 案内ボランティアの活動

自然大好きフェスティバルへの参加

図書館ボランティアの活動

対面朗読ボランティアの活動

青少年科学センターボランティア「サイエンスコミュニケーター」の活動

○ 青少年科学センターボランティア「子育てボランティア」の活動

野外活動ボランティアの活動

　 エ　行政評価など

局名等 新規 主な事業名

行財政局 事務事業評価の実施

市民生活実感調査（平成24年度政策評価）

行政評価条例における市民意見申出制度の実施

「京都市政策評価委員会」への市民公募委員の参画

建設局 公共事業評価

上下水道局 京都市上下水道事業経営評価

学校評価システム

京都市総合教育センター外部評価

教育委員会

総合企画局

教育委員会
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　　 オ　その他の施策・事業

局名等 新規 主な事業名

企業や団体を対象にした意見聴取の実施

審議会，ワークショップなどでの手話通訳，要約筆記，託児等の充実

インターネットを活用したシンポジウムや審議会等の動画配信の実施

本市公式サイト「京都市情報館」を活用した審議会等に係る総括情報の発信

「市民参加を進めるための審議会等運営ガイドブック」の活用

「環境フォーラムきょうと」の実施

京都市民環境ファンド

○ 避難所運営マニュアルの作成

住民参加型市場公募債「京都浪漫債」の発行

「だいすきっ！京都。寄付金」の周知

世界遺産・二条城一口城主募金

京都市スポーツ振興基金への寄付募集

京都一周トレイル

京都まちなか観光案内所，京都えきなか観光案内所

らくなん進都整備推進協議会の開催

「歩くまち・京都」トークの開催

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進
（地域住民や大学，企業等と連携した参加型モビリティ・マネジメント）

東山区役所 東山交通対策研究会の運営

右京区役所 ○ 右京ファンクラブ協賛金

伏見区役所 平成25年度伏見区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

上下水道局 「哲学の道」桜並木保全育成懇談会

総合支援学校デュアルシステムネットワーク

巣立ちのネットＷＯＲＫ

こどもみらい館企画推進会議の開催

花背山の家企画運営委員会

人事委員会事務局 京都市職員採用試験への民間面接官の導入

(６)参加を担う人材育成

局名等 新規 主な事業名

行財政局 市民参加を促進する職員研修の充実

職員ワークショップ等庁内における経験共有の場の充実

○ 協働連続講座の実施等市民参加を体験する機会の充実

○ 「未来まちづくり100人委員会」の職員委員公募の実施

○ 「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

市民参加円卓会議の開催

行財政局

産業観光局

総合企画局

各局区等

環境政策局

都市計画局

文化市民局

教育委員会
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市政出前トークの子ども向けテーマの充実

学生に対する市政への参加の積極的な周知

文化市民局 青少年モニター制度の実施

中京区役所 中京区まちづくり仕掛け人養成講座

右京区役所 ○ ジュニア円卓会議

小学生向け上下水道広報用資料（DVD，ビデオ）貸出

小学生向けクリアファイル「いっしょに学ぼう　京の水道・下水道」

子供向けホームページ「ようこそ!京都市上下水道局キッズページへ」

子供向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの京の水道・下水道大発見！」

夏休み親子教室

○ 京都市水道創設100周年記念　琵琶湖疏水記念館親子教室

○ パンフレット「京からできる！親子でできる！水エコライフ」

局名等 新規 主な事業名

環境政策局 低炭素のモデル地区「エコ学区」事業の実施

○ 下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議の設置

○ 「Let’s “KYO” Together!」キャンペーン事業

○ 協働連続講座の実施

京都市未来まちづくり100人委員会の運営

○ 「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

「学生Place＋（プラス）」（学生の活動拠点）を拠点として「輝く学生応援プロ
ジェクト」による学生の活動への総合的な支援

「学まちコラボ事業（大学地域連携モデル創造支援事業）」の実施

官民地域連携による岡崎地域の魅力づくりの推進

京都市男女共同参画市民会議の取組

配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議

幅広い分野の市民活動の交流の場の提供，連携・協働事業の推進

○ 「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」の開設

まちづくりアドバイザーの派遣

区役所・支所と市民活動総合センターなどとの連携の強化

各学区におけるまちづくりの先進的な取組事例の蓄積とその公開

安心安全ネットワーク形成事業の取組

学区の安心安全ネット継続応援事業

○ 京の川の恵みを活かす事業

「伝統文化の森」推進事業

京都観光サポーター制度

文化市民局

上下水道局

２　市民のまちづくり活動の活性化
（１）地域における多様な活動主体の交流・連携の促進

産業観光局

総合企画局

総合企画局
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各区こころのふれあいネットワークの取組

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

まちづくりに係る調査・企画・支援事業

○ 「小倉山の森林再生に向けた意見交換会」の開催

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

北区民ふれあい事業（北区民春まつり他）

○ 北区北部山間地域まちづくり構想策定事業

○ 北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業

○ 気軽に集い学びあう交流の機会づくり事業

○ 一人暮らしの高齢者などの困りごと支援育成事業

北区民まちづくり会議の運営等

北区　地域と大学つながるネット

北区環境パートナーシップ事業（北区民環境セミナー他）

地域の安心安全ネットワーク形成支援事業

上京えんじぇる応援団すくすくステッカーで子育て支援事業

○ 大学と協働した健康づくり推進事業

各学区ＰＴの立ち上げと初動から避難，復旧体制の整備

烏丸今出川自転車対策プロジェクト事業

上京ふれあいネット　カミング

上京区民ふれあい事業

総合防災訓練

上京区基本計画推進組織の運営

上京区イベント等のエコ化推進事業

環境パートナーシップ事業

地域の安心安全ネットワーク形成支援事業

上京区くらしの安心安全学区活動支援事業

上京の子どもまつり2012

左京区内の伝統行事の保存会等によるネットワーク会議の運営

左京区基本計画推進組織の運営

○ 左京学生ボランティアセンター（ネットワーク）の構築

静原地域のまちづくり

○ 久多地域の支え合い・助け合いのまちづくり

左京区総合防災訓練の開催

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり2012　他6事業）の取組

イベント等のエコ化の推進事業（左京区民ふれあいまつり2012に係る環境啓発）の
取組

左京区役所

保健福祉局

都市計画局

上京区役所

北区役所
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地域の安心安全ネットワーク形成支援事業

学区の安心安全ネット継続応援事業

○ 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

中京区基本計画推進組織（中京区基本計画推進委員会）の運営

中京区基本計画推進組織（中京区基本計画企画運営会議）の運営

中京区基本計画推進組織（中京まちづくり会議）の運営

まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発行

京都みつばちガーデン推進プロジェクト事業

中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業

地域による避難所づくり強化プロジェクト事業

中京区民ふれあい事業（ふれあいまつり他3件）

イベント等のエコ化の推進事業

環境パートナーシップ事業

地域の安心安全ネットワーク形成支援事業

学区の安心安全ネット継続応援事業

中京区総合防災訓練の開催

東山区基本計画推進組織（東山区基本計画推進委員会，「東山の未来」区民会議）
の運営

東山区民ふれあい事業

環境パートナーシップ事業（東山区民ふれあいひろば，イベントのエコ化推進事業
含む）

地域の安心安全ネットワーク形成事業

学区の安心安全ネット継続応援事業

○ 観光支援コミュニティの創設

まちづくりカフェ＠東山

東山区総合防災訓練の開催

山科区民まちづくり会議の運営

新たな「陶灯路」の魅力発信事業

「東日本大震災の被災地に山科の魅力を届けよう！」プロジェクトの実施

第４回「京都・やましな観光ウィーク」の実施

山科区総合防災訓練

山科区民ふれあい事業の取組（ふれあい“やましな”区民まつり他）

「山科区２万人まち美化作戦」の取組

環境パートナーシップ・イベント等のエコ化の推進事業（山科区エコアクション№
１宣言2012，区民まつり）

「山科区エコアクション№１宣言2012」の取組

地域の安心安全ネットワーク形成事業

学区の安心安全ネット継続応援事業

低炭素モデル地区「エコ学区」事業の推進

左京区役所

山科区役所

中京区役所

東山区役所
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山科区フラワーロード推進事業

大好き！やましな魅力発信プラットフォーム

下京歩歩塾事業

下京・町衆倶楽部

下京区民ふれあい事業（下京区ふれ愛ひろば，親子ふれあいクッキング（2回実
施），下京魅力探訪スタンプラリー）

下京情報の受発信事業

下京区基本計画進捗管理事業

健康づくり教室事業

下京区環境パートナーシップ事業（下京魅力探訪スタンプラリー他）

下京区イベント等のエコ化の推進事業（下京区ふれ愛ひろば）

下京区総合防災訓練の開催

学区の安心安全ネット継続応援事業

環境月間

南区民ふれあい事業の取組(南区民ふれあいまつり等）

南区基本計画推進組織（南区まちづくり推進会議）の運営

環境パートナーシップ事業（環境施設見学会等）

南区子育て支援ルームの運営

子育てイベント「親子みんなでつながろう」

南区企業の“知”活用促進事業

花の町運動

右京区基本計画推進組織(右京区まちづくり区民会議）運営

右京区総合防災訓練の開催

○ 避難所運営マニュアル作成研修会の開催

右京区民ふれあい事業の取組（右京区民ふれあいフェスティバル等）

右京区環境パートナーシップ・イベント等のエコ化の推進事業

サンサ健康広場

京北地域元小学校活用検討委員会の運営

地域の安心安全ネットワーク形成事業の取組

学区の安心安全ネット継続応援事業

花降る里けいほくプロジェクト実行委員会

右京保健センターおやこ井戸端広場

〇 地域の知恵・手づくり拠点整備事業

西京区総合防災訓練の開催

西京まちづくり区民会議の運営

西京まち・ひと・情報データバンク

地域力育成支援事業

西京区民ふれあい事業（西京区民ふれあいまつり他）

西京区役所

山科区役所

南区役所

下京区役所

右京区役所
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地域の安心安全ネットワーク形成事業

○ 大原野「地域ブランド」戦略の策定

洛西ニュータウン創生のまちづくり

伏見区基本計画推進区民会議の運営

「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

伏見区民ふれあい事業（伏見ふれあいプラザ，文化事業）の取組

伏見区民ふれあい事業（深草ふれあいプラザ，深草文化交流）の取組

伏見区民ふれあい事業（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（ふれあいプラザ他）の取組

伏見連続講座ーふれて、しって、みて伏見ーの取組

伏見春サロン～伏見っけエコ見っけ～の実施

学区の安心安全ネットワーク継続支援事業

ふかくさ自然環境再生ネットワーク

○ 深草商店街・地域活性化事業

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

上下水道局 「哲学の道」桜並木保全育成懇談会

学校運営協議会への参画

地域ぐるみの学校安全体制整備

「人づくり２１世紀委員会」の取組

地域生徒指導連絡協議会の取組

地元主導・地元との「共汗」による学校統合の推進

（２）自主的な活動を始めるための環境づくり

局名等 新規 主な事業名

「市民しんぶん」，本市公式サイト「京都市情報館」等による市政情報の提供

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供

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

京都市シェイクアウト訓練の実施

避難所ごとの運営マニュアルの策定

京都市総合防災訓練の実施

「市政出前トーク」の充実

キャンパスプラザ京都（学生Place＋（プラス））の運営

西京区役所

消防局

環境政策局

伏見区役所

環境パートナーシップ事業（西京区民ふれあい事業，みどりのカーテン　など）

総合企画局

各局区等

教育委員会

行財政局
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青少年活動センターの運営

○ 「地域活動ハンドブック」の作成・配布

市民活動団体等への活動の場の提供

市民活動総合センター，いきいき市民活動センターの運営

「くらしのみはりたい」の募集

「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

農地・水・環境保全向上対策

「伝統文化の森」推進事業

都市計画局 京都市景観・まちづくりセンターの運営

京都市街路樹サポーター制度の実施

公園愛護協力会制度の支援

御池通スポンサー花壇サポーター

北区脳トレ・筋トレいきいき教室（スタッフ登録制度の運営）

○ 学生・若者まちづくりサロン

中京区役所 まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発行

山科区役所 ○ “誰もがゆっくりほっこりできる居場所”山科区フリースペースの開設

右京区役所 〇 地域の知恵・手づくり拠点整備事業

西京まち・ひと・情報データバンク

地域力育成支援事業

○ 「区民交流スペース」の開設（洛西支所）

伏見区役所 「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

第30回文化財防火・市民講座の開催

消防の図画・ポスター・作文の募集

防火ふれあいコンサートの開催

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

鳥羽水環境保全センター一般公開ほか下水道施設見学会

蹴上浄水場一般公開ほか上水場施設見学会

体育施設開放委員会の取組

まち道場の推進

歴史都市・京都から学ぶ「ジュニア京都検定」の実施

学校開放事業（ふれあい手づくり事業（旧学校ふれあいパーク），学校ふれあいサ
ロン，学校コミュニティプラザ）の推進

生涯学習パスポートの取組

産業観光局

上下水道局

西京区役所

教育委員会

建設局

文化市民局

消防局

北区役所

交通局
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（３）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

環境ボランティア「エコメイト」，地域リーダー「京エコサポーター」の育成（京
エコロジーセンターの取組）

こどもエコライフチャレンジ推進事業の実施

エコドライブ宣伝隊の派遣

使用済てんぷら油回収

コミュニティ回収

行財政局 法人市民税均等割の課税免除の実施（収益事業を行わない場合）

○ 協働連続講座の実施

○ 「Let’s “KYO” Together!」キャンペーン事業

○ 「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

｢学生Place＋（プラス）」（学生の活動拠点）を拠点とした「輝く学生応援プロ
ジェクト」による学生の活動への総合的な支援

ＤＶ被害者支援インストラクター養成事業

京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」での各種講座や講演会の開催

○ 若者向け冊子　別冊男女共同参画通信「真のワーク・ライフ・バランス」の作成

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)

○ 「地域コミュニティサポートセンター」の開設

○ 「地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度」の創設

○ 「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」の開設

○ 「地域活動ハンドブック」の作成・配布

○ 「自治会・町内会＆ＮＰＯ活動おうえんシンポジウム」の開催

地域のリーダーを育成する取組の推進

市民活動に関する各種講座の開催

「きょうと市民活動応援提携融資制度」の運用

○ 「ＮＰＯ法人への寄附促進に向けた広報活動支援補助制度」の創設

市民活動に関する助成金情報の収集・提供

集会所新築等補助の実施

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

保勝会事業補助

「伝統文化の森」推進事業

人にやさしいサービス宣言

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰

映画のユニバーサル上映支援

市民（消費者）へのユニバーサルデザイン啓発

精神保健福祉ボランティア連絡協議会の取組

産業観光局

環境政策局

総合企画局

文化市民局

保健福祉局
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京（みやこ）・地域福祉パイロット事業

知恵シルバーセンター事業

認知症あんしん京づくり推進事業（認知症あんしんサポーターの養成）

一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業

高齢者仲間づくり支援事業

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

老人クラブ補助等事業

老人クラブハウス助成事業

○ 高齢者の居場所づくり支援事業

食育指導員養成事業

地域健康づくりグループ育成事業

子どもを共に育む京都市民憲章の広報啓発

子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰の募集，表彰

景観まちづくり大学の実施

景観・まちづくり相談

まちづくり専門家の派遣

まちづくり活動助成

景観形成推進事業

○ 景観顕彰制度

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

地域連携型空き家流通促進事業

○ 北区民まちづくり提案支援事業

地域健康づくりグループ育成事業

地域健康づくりグループ育成事業

○ 上京区民まちづくり活動支援事業

○ 上京区ふくしをなんでもしっとこ講座

左京の自然を愛でるプロジェクト等

○ 左京まちづくり活動支援交付金

○ 防災フォーラム

地域健康づくりグループ育成事業

○ 中京区民まちづくり支援事業の取組

○ 中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援制度の創設

○ 地域における避難所づくり強化プロジェクト事業

地域健康づくりグループ育成事業

「中京まちづくり案内板」の運営（「中京マチビトCafeネットワーク」にリニュー
アル）

○ 東山区まちづくり支援事業

地域の人権啓発活動支援事業

都市計画局

保健福祉局
教育委員会

保健福祉局

上京区役所

左京区役所

北区役所

中京区役所

東山区役所
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東山区役所 地域健康づくりグループ育成事業

○ 山科“きずな”支援事業

地域健康づくりグループ育成事業

○ 区民提案型まちづくり支援事業

いざという時のための安心安全の情報共有

○ 下京地域力アップ（自治会加入促進）応援事業

地域健康づくりグループ育成事業

○ みなみ力で頑張る！区民応援事業

○ 地域防災力強化「体験型研修」事業

地域力（みなみ力）パワーアップ事業

南区選挙サポーター制度

地域健康づくりグループ育成事業

○ 新・右京区まちづくり支援制度

〇 右京まちづくり大学リレー講座

地域健康づくりグループ育成事業

右京区学生選挙サポーター

○ 西京・区民提案活動サポート制度

西京まち・ひと・情報データバンク

地域力育成支援事業

防災セミナー

地域健康づくりグループ育成事業

西京魅力探訪

○ 大原野「地域ブランド」戦略の策定

洛西ニュータウン創生のまちづくり

○ 伏見をさかなにざっくばらん活動支援

○ 伏見区区民活動支援事業

○ 伏見をさかなにざっくばらんの運営

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営

伏見区地域福祉推進のシンポジウム・講演会関係

地域健康づくりグループ育成事業

大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進

○ 深草５学区地域防災力向上事業

文化財防災マイスターの養成

自主防災トップリーダー，自主防災リーダー，防火アドバイザーの養成

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

幼少年に対する防火防災教育の実施（幼年・少年消防クラブの指導を除く。）

地域と事業所との防災ネットワークづくり

南区役所

右京区役所

西京区役所

消防局

下京区役所

伏見区役所

山科区役所
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消防署見学・展示会の開催

我が家の防火診断士の養成

応急手当の普及啓発の実施

幼年・少年消防クラブの指導

京都学生消防サポーターの養成

総合育成支援教育ボランティア養成講座の実施

市民スクール２１全体集会の実施

ＰＴＡ指導者育成事業の実施

「おやじの会」の実施・充実

女性団体指導者研修の実施

女性教育指導者研修の実施

地域女性活動交流研修の実施

スチューデントシティ・ファイナンスパークボランティア養成講座の実施

子育て支援ボランティア養成事業の実施

３　情報の提供・公開と共有

局名等 新規 主な事業名

「わかりやすい印刷物のつくり方」を活用した印刷物のユニバーサルデザイン化の
推進

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供

分野別センター等のメールマガジンの充実・活用

本市公式サイト「京都市情報館」を活用した審議会等に係る総括情報の発信

本市公式サイト「京都市情報館」を活用したパブリック・コメントに係る総括情報
の発信

市民に身近な公共施設での情報提供

汎用性が高く利用者の多いインターネットツール（Facebook,Twitter,Ustream等）
を活用した情報発信の充実

総合企画局
各区

「市民しんぶん」の企画の充実

DO YOU KYOTO?のホームページによる情報提供・共有

「エコドライブホームページ」による情報提供

身近な自然度調査事業

ごみ減量・分別普及啓発経費

第1回公民交流セミナー

第2回公民交流セミナー

外郭団体における情報公開の推進

ホームページ作成支援システムの運用

本市公式ホームページ「京都市情報館」のリニューアル

○
「はばたけ未来へ！　京プラン（京都市基本計画）」実施計画（政策編）に基づく
取組の進捗状況の公開

教育委員会

総合企画局

消防局

各局区等

行財政局

環境政策局
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子ども向けホームページ「きょうと　こども情報館」の運用など，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

「市政情報総合案内コールセンター」の運営

「よくある質問Ｑ&Ａ」の充実

転入した市民向けの「市民参加ガイド」の作成

「みやこ協働通信」の発行

「京都市政出前トーク」の充実

市民公募委員サロンの実施

○
アンケートや事業への協力者等を対象とした市政への参加の情報を届けるための登
録制度の実施

市民参加データバンクの運用

公文書目録のインターネット上での公開

京都市男女共同参画センター　ウィングス京都　メールマガジン等の活用

出前講座（男女共同参画に関する講師派遣）

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

出前講座（悪質商法の手口やその対処法に関する講師派遣）

広報印刷物における情報発信時のユニバーサルデザイン対応の推進

「出産お祝いレター」及び「子育て応援パンフレット」お届け事業の実施

京（みやこ）・福祉の研修情報ネット

旅客施設バリアフリーにおけるバリアフリー化状況の掲載 (インターネット)

○ 近畿圏総合都市交通体系調査

北区役所 ○ 若者のまちづくりサロン

上京区役所 上京ふれあいネット　カミング

中京区役所 まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発行

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 ○ 「南区周辺案内地図とモニターによる情報掲示板」の運営

〇 地域発！うきょう情報受発信事業

情報発信サポーターの運営

西京まち・ひと・情報データバンク

洛西ニュータウン魅力発信装置「まちボタン」（ポータルサイト・フェイスブッ
ク）による情報発信

伏見区役所 「伏見区まちづくり情報掲示板」の運営

消防局 ＡＥＤマップの活用

上下水道広報用資料（DVD，ビデオ）貸出

小学生向けクリアファイル「いっしょに学ぼう　京の水道・下水道」

子供向けホームページ「ようこそ!京都市上下水道局キッズページへ」

子供向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの京の水道・下水道大発見！」

○ ポスター「京都を守る下水道　4，155km」

冊子「京の上下水道」

都市計画局

文化市民局

右京区役所

保健福祉局

総合企画局

西京区役所

上下水道局

33



記念誌「琵琶湖疏水の100年」販売

○ 記念誌「京都市水道百年史　資料編」販売

笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ「水曜日は水道日」コーナー

○ 映画ＣＭによる情報発信

○ 水道及び交通事業１００年のあゆみ～巡回パネル展～

○ 琵琶湖疏水記念館特別展

地下鉄広告

市民しんぶん折込版「京の水だより」

冊子「京都市上下水道事業経営評価」及び「京都市上下水道事業経営評価（概要
版）」

○ リーフレット「京都＋WATER～水から（自ら）進める防災～」

○ パンフレット「京からできる！親子でできる！水エコライフ」

冊子「上下水道事業環境報告書」

情報通信技術を活用した生涯学習の推進

乳幼児子育てサポート推奨事業の実施

４　計画を着実に進めるための推進体制

局名等 新規 主な事業名

市民参加を促進する職員研修の充実

各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

○ 「職員のための市民参加推進の手引き」の配布と，これを活用した職員研修の実施

職員ワークショップ等庁内における経験共有の場の充実

協働連続講座の実施等市民参加を体験する機会の充実

○ 「未来まちづくり100人委員会」の職員委員公募の実施

○ 協働連続講座の実施

○ 「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

市民参加円卓会議の開催

「市民参加推進会議」の開催

「市民参加庁内事例発表会」の充実

市民参加に関する庁内情報誌の発行

市民参加データバンクの運用

「市民参加推進フォーラム」の開催

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推進

教育委員会

総合企画局

上下水道局

行財政局
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局名等 新規 主な事業名

施策・事業ごとの市政への参加手法の公表

リーフレット，本市公式サイト「京都市情報館」など各種広報媒体を活用した市政
参加の制度の周知の充実

(２)市民に必要な情報を届け，たどり着く情報提供の促進

局名等 新規 主な事業名

各局区等
汎用性が高く利用者の多いインターネットツール（Facebook,Twitter,Ustream等）
を活用した情報発信の充実

アンケートや事業への協力者等を対象とした市政への参加の情報を届けるための登
録制度の実施

リーフレット，本市公式サイト「京都市情報館」など各種広報媒体を活用した市政
参加の制度の周知の充実

右京区役所 地域発！うきょう情報受発信事業

西京区役所
洛西ニュータウン魅力発信装置「まちボタン」（ポータルサイト・フェイスブッ
ク）による情報発信

ラジオを活用した情報発信

映画ＣＭによる情報発信

（３）市民ニーズを把握し，政策・施策に結び付ける仕組みの拡充

アンケート，モニター調査など

局名等 新規 主な事業名

環境政策局 京都市のごみ収集業務に関するアンケート調査

行財政局 京都市職場探見チーム

市民生活実感調査（平成25年度政策評価）

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

「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運営

「おむすびミーティング」の実施

真のワーク・ライフ・バランス（インターネットアンケート）

青少年モニター制度

市民のスポーツに関する意識，活動調査

○ 子育て支援に関する市民ニーズ調査等

○ 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

都市計画局 ○ 市民による屋外広告物印象評価事業

Ⅲ　25年度施策実施計画

１　市民の市政への参加の推進
(１)政策・施策の形成過程の見える化（可視化）

総合企画局

総合企画局

上下水道局

保健福祉局

総合企画局

文化市民局
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○ 界わい景観整備地区の指定にむけた住民アンケート（先斗町）

観光地等交通対策事業に係るパークアンドライド利用者アンケート

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進

市民の公共交通の利用状況を把握するための移動手段調査

「お客様の声」の設置

○ 「北区基本計画～はつらつ北区プラン～」進行状況点検のためのアンケート

左京区役所 「区長へのお便りメール」，「区長へのお便りボックス」の設置

下京区役所 「皆様の声」箱の設置

南区役所 「市民しんぶん南区版」区民モニター

「平成25年度　右京区運営方針」についての意見・提案募集

右京ファンレターの募集

西京区役所 「西京区役所・洛西支所ご見箱」の設置（洛西支所）

伏見区役所 「お客様の声ＢＯＸ」の設置（深草支所）

交通局 「お客様の声」の設置

上下水道モニター

蹴上浄水場一般公開時の来場者アンケート

鳥羽水環境保全センター一般公開時の来場者アンケート

上下水道局公式サイト「ご意見メール」

ミスト事業に係るアンケートの実施

投函箱「お客さまの声を上下水道局へ」

各区ふれあいまつり，市民ふれあいステージ，京都学生祭典での水道利用等に関す
るアンケート調査

○ お客さま満足度調査（仮称）

子どもを共に育む京都市民憲章に関するアンケート

学校歴史博物館アンケート調査

花背山の家利用者アンケート調査

(４)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

局名等 新規 審議会等の名称

京都市環境審議会

京都市環境影響評価審査会

京都市自動車環境対策協議会

京都市廃棄物減量等推進審議会

京都市バイオマス活用推進会議

京都市ごみ収集業務評価委員会

京都市産業廃棄物３Ｒ推進協議会

行財政局 京都市国民保護協議会

都市計画局

右京区役所

北区役所

教育委員会

上下水道局

環境政策局
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京都市防災会議

公立大学法人京都市立芸術大学評価委員会

京都市歴史資料館評議員会

京都市事務事業評価委員会

京都市行政評価調査会議

京都市政策評価委員会

下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議

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

京都市未来まちづくり100人委員会

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議

京都市多文化施策懇話会

京都市国際化推進プラン点検委員会

○ 京都市国際化推進プラン中間見直し検討委員会

京都市情報公開・個人情報保護審議会

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

京都市町名，町界変更審議会

京都市市民活動センター評価委員会

京都市地域コミュニティ活性化推進審議会

京都市いきいき市民活動センタースモールオフィス選定委員会

京都市生活安全施策懇話会

京都市交通安全対策会議

京都市路上喫煙等対策審議会

京都市奨学金等返還事務監理委員会

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

○ “京都をつなぐ無形文化遺産”審査会

京都市文化財保護審議会

京都岡崎の文化的景観保存計画策定委員会

京都市美術館評議員会

元離宮二条城保存整備委員会

京都市スポーツの絆が生きるまち推進会議（スポーツリエゾン京都）

京都スポーツの殿堂委員会

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

京都市中央卸売市場第一市場運営協議会

行財政局

産業観光局

文化市民局

総合企画局
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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「京ミートマーケット」マスタープランの進捗評価に
係る第三者委員会

○ 地方独立行政法人京都市産業技術研究所評価委員会

木の文化を具体化する推進委員会

京都型農林業プロジェクト委員会

京都市社会福祉審議会

京都市福祉有償運送運営協議会

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

京都市精神保健福祉審議会

京都市障害者施策推進審議会

京都市自殺総合対策連絡協議会

○ 京都市子ども・子育て会議（仮称）

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

京都市医療施設審議会

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会

京都市地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会

京都市保健所運営協議会

京都市食の安全安心推進審議会

京都市動物愛護推進協議会

保健福祉局
教育委員会

京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会

京都市都市計画審議会

京都市土地利用調整審査会

京都市都市計画施設等見直し検討委員会

○ 駅周辺にふさわしい都市機能検討委員会

京都市美観風致審議会

京都市景観審査会

京都市景観市民会議

京都市開発審査会

京都市建築審査会

「歩くまち・京都」推進会議

○ ＪＲ藤森・深草地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

産業観光局

保健福祉局

都市計画局
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○ 西院地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議

「らくなん進都」まちづくりの取組方針検討委員会

京都市住宅審議会

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

稲荷山トンネル安全対策委員会

北区役所 北保健センター運営協議会

上京区役所 上京保健センター運営協議会

左京区役所 左京保健センター運営協議会

中京区役所 中京保健センター運営協議会

東山区役所 東山保健センター運営協議会

山科区役所 山科保健センター運営協議会

下京区役所 下京保健センター運営協議会

南区役所 南保健センター運営協議会

右京区役所 右京保健センター運営協議会

西京区役所 西京保健センター運営協議会

伏見区役所 伏見保健センター運営協議会

上下水道局 京都市上下水道事業経営評価審議委員会

教育実践功績表彰選考委員会

京都市立工業高校将来構想委員会

京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会

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

京都市社会教育委員会議

京都市総合教育センター外部評価委員会

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

京都市環境審議会

京都市廃棄物減量等推進審議会

京都市バイオマス活用推進会議

京都市ごみ収集業務評価委員会

京都市産業廃棄物３Ｒ推進協議会

行財政局 京都市歴史資料館評議員会

総合企画局 京都市政策評価委員会

環境政策局

建設局

教育委員会

都市計画局
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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

京都市未来まちづくり100人委員会

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議

京都市多文化施策懇話会

○ 京都市国際化推進プラン中間見直し検討委員会

京都市情報公開・個人情報保護審議会

京都市男女共同参画審議会

京都市市民活動センター評価委員会

京都市地域コミュニティ活性化推進審議会

京都市生活安全施策懇話会

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

京都文化芸術都市創生審議会

“京都を彩る建物や庭園”審査会

○ “京都をつなぐ無形文化遺産”審査会

京都市スポーツの絆が生きるまち推進会議（スポーツリエゾン京都）

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

「未来・京都観光振興計画２０１０＋５」マネジメント会議

木の文化を具体化する推進委員会

京都型農林業プロジェクト委員会

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

京都市障害者施策推進審議会

京都市自殺総合対策連絡協議会

○ 京都市子ども・子育て会議（仮称）

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

京都市食の安全安心推進審議会

保健福祉局
教育委員会

京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会

○ 駅周辺にふさわしい都市機能検討委員会

京都市景観市民会議

「歩くまち・京都」推進会議

保健福祉局

都市計画局

文化市民局

産業観光局

総合企画局
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都市計画局 京都市住宅審議会

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 北保健センター運営協議会

上京区役所 上京保健センター運営協議会

左京区役所 左京保健センター運営協議会

中京区役所 中京保健センター運営協議会

東山区役所 東山保健センター運営協議会

山科区役所 山科保健センター運営協議会

下京区役所 下京保健センター運営協議会

南区役所 南保健センター運営協議会

右京区役所 右京保健センター運営協議会

西京区役所 西京保健センター運営協議会

伏見区役所 伏見保健センター運営協議会

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

(５)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

イ　ワークショップ

局名等 新規 主な事業名

環境政策局 身近な自然度調査事業

教育委員会

［京都市空き家対策条例（仮称）」の制定

JR藤森・深草地区バリアフリー移動等円滑化基本構想

西院地区バリアフリー移動等円滑化基本構想

「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施行規則」
の改正

建設局

主な事業名

「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例」の改正

「京都市建築基準条例」の改正

神宮道歩行者専用化に向けた整備計画（案）

「らくなん進都」まちづくりの取組方針（案）

平成26年度京都市食品衛生監視指導計画（案）
保健福祉局

京（みやこ）・地域福祉推進指針（案）

「大学のまち京都・学生のまち京都次期推進計画（H26～30）」（案）

「京都国際化推進プラン」中間見直し（案）

都市計画局

総合企画局
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京都市ごみ減量推進会議の取組の推進

事業ごみ減量に向けたワークショップ

行財政局 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

市民参加円卓会議

市民公募委員サロン

京都市未来まちづくり100人委員会

文化市民局 青少年モニター

崇仁地区における住環境整備事業

「歩いて楽しい東大路」における歩行空間の創出

建設局 都市公園整備事業

北区役所 若者のまちづくりサロン

左京区役所 みんなで作る左京朝カフェ～朝からつながるまちづくり

中京区役所 中京まちづくり会議（「中京マチビトCafe」，「中京マチビトCafe延長戦」）

まちづくりカフェ＠東山

地域リーダー研修

下京区役所 下京・町衆倶楽部

右京区役所 右京区基本計画推進組織(右京区まちづくり区民会議）運営

西京区役所 大原野「地域ブランド」戦略の策定

伏見区役所 伏見をさかなにざっくばらん

文化財市民レスキュー体制の育成指導

身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進

防火アドバイザーの養成

自主防災上級研修（名称変更）

我が家の防火診断士の養成

幼年・少年消防クラブの指導

京都学生消防サポーターの養成

上下水道局 上下水道モニター

教育委員会 野外活動ボランティアリーダー養成講座

ウ　事業の実施段階における市民や団体等の参加機会の確保

局名等 新規 主な事業名

公の施設への指定管理者制度の導入

公の施設への運営協議会等の設置

公の施設における利用者アンケートの実施

「京のアジェンダ２１フォーラム」の取組の推進

京都市ごみ減量推進会議の取組の推進

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)

都市計画局

東山区役所

消防局

環境政策局

環境政策局

各局区等

総合企画局
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市民向けエコドライブ教室の実施

運輸事業者向けエコドライブ教室の実施

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

京都市まちの美化推進事業団の活動

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

市民しんぶんの企画などへの市民参加の推進

京都市未来まちづくり100人委員会

ヒューマンステージ・イン・キョウト

京(みやこ）・くらしのサポーターとの協働による消費者啓発

文化ボランティア

京都市動物園ボランティア―ズ

京都マラソンボランティア

京都観光サポーター制度

ため池「水抜き」生き物調査

伝統文化の森推進協議会

ほほえみ広場2013

精神障害者バレーボール京都市大会

自死遺族支援のための府民・市民シンポジウム

障害者虐待防止シンポジウム

市民すこやかフェア

お風呂屋さんサポーター制度

京都市景観デザイン協議会

市民共汗サポーター「京（みやこ）・輝き隊」による違反はり紙等除却事業の取組

京都市景観市民会議

京都市建築物安心安全実施計画推進会議

「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進

「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発

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

四季の花ストリート事業（スポンサー花壇）

街路樹サポーター制度

北区人権啓発事業

北区民春まつり～ふれあいまつり2013～における人権コーナー運営

北区ハートスポット・スタンプラリー

北区役所

保健福祉局

都市計画局

産業観光局

文化市民局

環境政策局

総合企画局

建設局
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人権啓発作品展

北区「人権のつどい」

憲法月間「街頭啓発」，「映画のつどい」

人権強調月間事業

人権月間「街頭啓発」

上京区「講演のつどい」

憲法月間　街頭啓発

人権強調月間　ふれあいまつり人権ブース，人権啓発パネル展の開催

人権月間　ふれあいウォーキング，街頭啓発，児童絵画展，「心のふれあいみんな
の広場」，狂言会

高齢者にやさしい店事業

心ときめき芸術祭

憲法月間「街頭啓発」，「人権啓発パネル展」

人権強調月間「子どもふれあい鑑賞会」

「人権施設見学会」

人権月間「街頭啓発パレード」

人権月間「人権講演会」

小・中学生人権啓発書初め展

東山区交通安全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）

東山区内小・中学生人権作品展

人権学習ツアー

人権月間街頭啓発

地域の人権啓発活動支援事業

憲法月間「人権啓発リーダー研修会」，街頭啓発

人権月間「講演と映画の集い」，街頭啓発，人権ポスター展

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

人権月間「講演会」

南区子育て支援ルームの運営

憲法月間「街頭啓発」

人権強調月間「映画鑑賞会」

人権月間「心のふれあいみんなの広場講演会」,「街頭啓発」

小・中学生による人権啓発ポスター展

右京人権啓発「異文化ふれあい教室」

右京ふれあい講演会

人権月間「西京区民映画のつどい」（兼地元役員研修会・啓発）及び「小・中学生
合同作品展」

憲法月間「西京区民映画のつどい」（地元役員の研修会など）

北区役所

中京区役所

南区役所

東山区役所

右京区役所

上京区役所

左京区役所

山科区役所

西京区役所

下京区役所
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憲法月間街頭啓発，人権啓発書道展，人権啓発パネル展，人権啓発標語展，伏見区
人権啓発推進協議会総会

伏見区人権啓発推進協議会公開研修会

ふしみ人権の集い，学習会

人権ワークショップ(フィールドワーク)

醍醐ふれあいプラザ人権啓発ブース

平成26年京都市消防出初式

救急フェスタ

上下水道モニター

打ち水大作戦2013

○ おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン

市立学校芝生化維持・管理ボランティアの活動

学校運営協議会への参画

学校評議員の活動

学校支援ボランティアの活動

土曜学習ボランティアの活動

学校図書館ボランティアの活動

日本語を母語としない児童・生徒に対する日本語指導ボランティアの活動

児童・生徒及び保護者に対する通訳ボランティアの活動

学校安全ボランティアの活動

総合育成支援教育ボランティアの活動

京都市生涯学習市民フォーラム事業への参加

博物館ふれあいボランティアの活動

成人の日記念式典への参加

京都市PTAフェスティバルへの参加

「みやこ子ども土曜塾」への参加

親と子のこころの電話相談員の活動

「子どもを取り巻く緊急課題」語り部養成講座と市民インストラクターの活動

地域教育サポーターの活動

親支援プログラム支援者の活動

放課後まなび教室推進事業　学習アドバイザー・学習サポーターの活動

学生ボランティアの活動

モノづくり学習支援員（京モノレンジャー）の活動

スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習ボランティアの活動

こどもみらい館子育て支援ボランティアの活動

古典の日記念 京都市平安京創生館 案内ボランティアの活動

自然大好きフェスティバルへの参加

伏見区役所

街頭啓発，人権啓発ポスター・標語展，人権を考える講演会

消防局

教育委員会

上下水道局
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図書館ボランティアの活動

対面朗読ボランティアの活動

青少年科学センターボランティア「サイエンスコミュニケーター」の活動

青少年科学センターボランティア「子育てボランティア」の活動

野外活動ボランティアの活動

　　エ　行政評価など

局名等 新規 主な事業名

行財政局 事務事業評価の実施

市民生活実感調査（平成25年度政策評価）

行政評価条例における市民意見申出制度の実施

「京都市政策評価委員会」への市民公募委員の参画

建設局 公共事業評価

上下水道局 京都市上下水道事業経営評価

学校評価システム

京都市総合教育センター外部評価

　 オ　その他の施策・事業

局名等 新規 主な事業名

企業や団体を対象にした意見聴取の実施

審議会，ワークショップなどでの手話通訳，要約筆記，託児等の充実

インターネットを活用したシンポジウムや審議会等の動画配信の実施

本市公式サイト「京都市情報館」を活用した審議会等に係る総括情報の発信

「市民参加を進めるための審議会等運営ガイドブック」の活用

「環境フォーラムきょうと」の実施

京都市民環境ファンド

避難所運営マニュアルの作成

住民参加型市場公募債「京都浪漫債」の発行

「だいすきっ！京都。寄付金」の周知

世界遺産・二条城一口城主募金

京都市スポーツ振興基金への寄付募集

京都一周トレイル

京都まちなか観光案内所，京都えきなか観光案内所

らくなん進都整備推進協議会の開催

「歩くまち・京都」トークの開催

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進
（地域住民や大学，企業等と連携した参加型モビリティ・マネジメント）

東山区役所 東山交通対策研究会の運営

文化市民局

産業観光局

行財政局

各局区等

教育委員会

教育委員会

環境政策局

都市計画局

総合企画局
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伏見区役所 平成26年度伏見区運営方針の策定に係る関係団体の意見聴取

上下水道局 「哲学の道」桜並木保全育成懇談会

総合支援学校デュアルシステムネットワーク

巣立ちのネットＷＯＲＫ

こどもみらい館企画推進会議の開催

花背山の家企画運営委員会

人事委員会事務局 京都市職員採用試験への民間面接官の導入

(６)参加を担う人材育成

局名等 新規 主な事業名

行財政局 市民参加を促進する職員研修の充実

職員ワークショップ等庁内における経験共有の場の充実

協働連続講座の実施等市民参加を体験する機会の充実

「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

学生に対する市政への参加の積極的な周知

文化市民局 青少年モニター制度の実施

中京区役所 中京区まちづくり仕掛け人養成講座

右京区役所 ジュニア円卓会議

小学生向け上下水道広報用資料（DVD，ビデオ）貸出

小学生向けクリアファイル「いっしょに学ぼう　京の水道・下水道」

子供向けホームページ「ようこそ!京都市上下水道局キッズページへ」

子供向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの京の水道・下水道大発見！」

夏休み親子教室

パンフレット「京からできる！親子でできる！水エコライフ」

局名等 新規 主な事業名

環境政策局 「エコ学区」事業の実施

下京区西部エリアの活性化推進事業

「Let’s “KYO” Together!」キャンペーン事業の実施

協働連続講座の実施

京都市未来まちづくり100人委員会の運営

「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

協働のルールや指針などを市民主体で考える取組の検討・実施

「学生Place＋（プラス）」（学生の活動拠点）を拠点として「輝く学生応援プロ
ジェクト」による学生の活動への総合的な支援

「学まちコラボ事業（大学地域連携創造・支援事業）」の実施

官民地域連携による岡崎地域の魅力づくりの推進

教育委員会

上下水道局

総合企画局

総合企画局

２　市民のまちづくり活動の活性化
（１）地域における多様な活動主体の交流・連携の促進
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京都市男女共同参画市民会議の取組

配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議

幅広い分野の市民活動の交流の場の提供，連携・協働事業の推進

「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」の運用

まちづくりアドバイザーの派遣

区役所・支所と市民活動総合センターなどとの連携の強化

各学区におけるまちづくりの先進的な取組事例の蓄積とその公開

学区の安心安全ネット継続応援事業

京の川の恵みを活かす事業

「伝統文化の森」推進事業

京都観光サポーター制度

各区こころのふれあいネットワークの取組

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

まちづくりに係る調査・企画・支援事業

○ 先斗町町並み調査事業

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

北区民ふれあい事業（北区民春まつり他）

北区北部山間地域まちづくり構想策定事業

北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業

気軽に集い学びあう交流の機会づくり事業

一人暮らしの高齢者などの困りごと支援育成事業

北区民まちづくり会議の運営等

北区　地域と大学つながるネット

北区イベントのエコ化推進事業

北区不法投棄防止協議会の運営

上京えんじぇる応援団すくすくステッカーで子育て支援事業

大学と協働した健康づくり推進事業

各学区ＰＴの立ち上げと初動から避難，復旧体制の整備

烏丸今出川自転車対策プロジェクト事業

上京ふれあいネット　カミング

上京区民ふれあい事業

総合防災訓練

上京区基本計画推進組織の運営

上京区イベント等のエコ化推進事業

「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動

○ 「みんなで空き家対策を考えよう」事業

上京区役所

都市計画局

産業観光局

文化市民局

北区役所

保健福祉局
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上京区くらしの安心安全学区活動支援事業

上京の子どもまつり2013

左京区内の伝統行事の保存会等によるネットワーク会議の運営

左京区基本計画推進組織の運営

地域活性化プロジェクト「左京×学生縁ねっと」

久多地域の支え合い・助け合いのまちづくり

左京区総合防災訓練の開催

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり2013　他6事業）の取組

イベント等のエコ化の推進事業（左京区民ふれあいまつり2013に係る環境啓発）の
取組

学区の安心安全ネット継続応援事業

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

中京区基本計画推進組織（中京区基本計画推進委員会）の運営

中京区基本計画推進組織（中京区基本計画企画運営会議）の運営

中京区基本計画推進組織（中京まちづくり会議）の運営

まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発行

京都みつばちガーデン推進プロジェクト事業

中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業

地域による避難所づくり強化プロジェクト事業

中京区民ふれあい事業（ふれあいまつり他3件）

イベント等のエコ化の推進事業

学区の安心安全ネット継続応援事業

中京区総合防災訓練の開催

東山区基本計画推進組織（「東山の未来」区民会議）の運営

東山区民ふれあい事業

東山区イベント等のエコ化推進事業（東山区民ふれあいひろば２０１３）

学区の安心安全ネット継続応援事業

観光支援コミュニティの創設

○ つながる防災コミュニティの実現

まちづくりカフェ＠東山

東山区総合防災訓練の開催

山科区民まちづくり会議の運営

○ やましなY級グルメの創設

○ アートロードなぎつじの創設

第５回「京都・やましな観光ウィーク」の実施

山科区総合防災訓練

山科区民ふれあい事業の取組（ふれあい“やましな”区民まつり他）

「山科区２万人まち美化作戦」の取組

上京区役所

山科区役所

左京区役所

東山区役所

中京区役所
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「山科区エコアクション№１宣言2013」の取組

学区の安心安全ネット継続応援事業

「エコ学区」事業の推進

山科区フラワーロード推進事業

大好き！やましな魅力発信プラットフォーム

下京歩歩塾事業

下京・町衆倶楽部

下京区民ふれあい事業

下京情報の受発信事業

下京区基本計画進捗管理事業

健康づくり教室事業

下京区イベント等のエコ化の推進事業

下京区総合防災訓練の開催

学区の安心安全ネット継続応援事業

環境月間

南区民ふれあい事業の取組(南区民ふれあいまつり等）

南区基本計画推進組織（南区まちづくり推進会議）の運営

南区子育て支援ルームの運営

子育てイベント「親子みんなでつながろう」

南区企業の“知”活用促進事業

花の町運動

右京区基本計画推進組織(右京区まちづくり区民会議）運営

右京区総合防災訓練の開催

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等）

イベント等のエコ化の推進事業及び環境関連イベント（ふれあい環境ひろば）

サンサ健康広場

学区の安心安全ネット継続応援事業

花降る里けいほくプロジェクト実行委員会

右京保健センターおやこ井戸端広場

地域の知恵・手づくり拠点整備事業

○ 河川美化推進イベントの開催

○ きぬかけの路あるき

○ 自治会・町内会“ス・テ・キ”プロジェクト

西京区総合防災訓練の開催

西京まちづくり区民会議の運営

まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっと」

地域力育成支援事業

西京区民ふれあい事業（西京区民ふれあいまつり他）

山科区役所

右京区役所

西京区役所

下京区役所

南区役所
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西京区民ふれあい事業（みどりのカーテン）

西京区イベント等のエコ化の推進事業

大原野「地域ブランド」戦略の策定

洛西ニュータウン創生のまちづくり

伏見区基本計画推進区民会議の運営

伏見区民ふれあい事業（ふれあいプラザ，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　他）の取組

伏見連続講座ーふれて、しって、みて伏見ーの取組

伏見エコライフプロジェクトの取組（追加）

伏見区総合防災訓練

学区の安心安全ネットワーク継続支援事業

ふかくさ自然環境再生ネットワーク

深草商店街・地域活性化事業

○ みんなでつくろう健康醍醐（仮称）

○ 久我・久我の杜・羽束師地域におけるモビリティマネジメント推進事業

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

上下水道局 「哲学の道」桜並木保全育成懇談会

学校運営協議会への参画

地域ぐるみの学校安全体制整備

「人づくり２１世紀委員会」の取組

地域生徒指導連絡協議会の取組

地元主導・地元との「共汗」による学校統合の推進

（２）自主的な活動を始めるための環境づくり

局名等 新規 主な事業名

「市民しんぶん」，本市公式サイト「京都市情報館」等による市政情報の提供

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供

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

京都市総合防災訓練の実施

京都市シェイクアウト訓練の実施

「市政出前トーク」の充実

キャンパスプラザ京都（学生Place＋（プラス））の運営

青少年活動センターの運営

「地域活動ハンドブック」の配布

西京区役所

環境政策局

文化市民局

消防局

各局区等

伏見区役所

教育委員会

行財政局

総合企画局
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市民活動団体等への活動の場の提供

市民活動総合センター，いきいき市民活動センターの運営

「くらしのみはりたい」の募集

「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

農地・水・環境保全向上対策

「伝統文化の森」推進事業

京都市景観・まちづくりセンターの運営

地域景観づくり協議会

○ 三山森林景観保全・再生ガイドラインの推進

京都市街路樹サポーター制度の実施

公園愛護協力会制度の支援

御池通スポンサー花壇サポーター

北区脳トレ・筋トレいきいき教室（スタッフ登録制度の運営）

若者のまちづくりサロン

中京区役所 「中京マチビトCafeネットワーク」の運営

山科区役所 “誰もがゆっくりほっこりできる居場所”山科区フリースペースの設置

右京区役所 地域の知恵・手づくり拠点整備事業

まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっと」

地域力育成支援事業

「区民交流スペース」の運営（洛西支所）

第31回文化財防火・市民講座の開催

消防の図画・ポスター・作文の募集

防火ふれあいコンサートの開催

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

蹴上浄水場一般公開ほか上水場施設見学会

鳥羽水環境保全センター一般公開ほか下水道施設見学会

体育施設開放委員会の取組

まち道場の推進

歴史都市・京都から学ぶ「ジュニア京都検定」の実施

学校開放事業（ふれあい手づくり事業（旧学校ふれあいパーク），学校ふれあいサ
ロン，学校コミュニティプラザ）の推進

生涯学習パスポートの取組

（３）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

環境政策局
環境ボランティア「エコメイト」，地域リーダー「京エコサポーター」の育成（京
エコロジーセンターの取組）

文化市民局

交通局

西京区役所

消防局

都市計画局

北区役所

教育委員会

上下水道局

建設局

産業観光局
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こどもエコライフチャレンジ推進事業の実施

エコドライブ宣伝隊の派遣

使用済てんぷら油回収

コミュニティ回収

行財政局 法人市民税均等割の課税免除の実施（収益事業を行わない場合）

協働連続講座の実施

「Let’s “KYO” Together!」キャンペーン事業

「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

｢学生Place＋（プラス）」（学生の活動拠点）を拠点とした「輝く学生応援プロ
ジェクト」による学生の活動への総合的な支援

ＤＶ被害者支援インストラクター活用事業

京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」での各種講座や講演会の開催

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)

「地域コミュニティサポートセンター」の運用

「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

「地域活動ハンドブック」の配布

先進的な取組事例等を共有するシンポジウムの開催

地域のリーダーを育成する取組の推進

市民活動に関する各種講座の開催

○ ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度の創設

「ＮＰＯ法人への寄附促進に向けた広報活動支援補助制度」の実施

○ 地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業

市民活動に関する助成金情報の収集・提供

集会所新築等補助の実施

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

保勝会事業補助

「伝統文化の森」推進事業

人にやさしいサービス宣言

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰

映画のユニバーサル上映支援

市民（消費者）へのユニバーサルデザイン啓発

京（みやこ）・地域福祉パイロット事業

知恵シルバーセンター事業

認知症あんしん京づくり推進事業（認知症あんしんサポーターの養成）

一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業

高齢者仲間づくり支援事業

環境政策局

保健福祉局

総合企画局

産業観光局

文化市民局
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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

老人クラブ補助等事業

老人クラブハウス助成事業

高齢者の居場所づくり支援事業

食育指導員養成事業

地域健康づくりグループ育成事業

子どもを共に育む京都市民憲章の広報啓発

子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰の募集，表彰

景観まちづくり大学の実施

景観・まちづくり相談

まちづくり専門家の派遣

まちづくり活動助成

景観形成推進事業

景観顕彰制度

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

地域連携型空き家流通促進事業

北区民まちづくり提案支援事業

地域健康づくりグループ育成事業

地域健康づくりグループ育成事業

上京区民まちづくり活動支援事業

上京区ふくしをなんでもしっとこ講座

左京の自然を愛でるプロジェクト等

左京まちづくり活動支援交付金

○ 防災対策を通じた地域コミュニティの強化モデル事業

○ 北部地域の古民家活用ネットワーク事業

地域健康づくりグループ育成事業

中京区民まちづくり支援事業の取組

中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援制度の取組

地域における避難所づくり強化プロジェクト事業

地域健康づくりグループ育成事業

「中京まちづくり案内板」の運営

東山区まちづくり支援事業

地域の人権啓発活動支援事業

地域健康づくりグループ育成事業

山科“きずな”支援事業

地域健康づくりグループ育成事業

下京区「区民が主役のまちづくり」サポート事業

○ 下京区活性化機運づくり事業

都市計画局

中京区役所

東山区役所

下京区役所

北区役所

保健福祉局
教育委員会

左京区役所

保健福祉局

山科区役所

上京区役所
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○ いいね！下京探偵団

いざという時のための安心安全の情報共有

地域力アップ応援（自治会加入マッチング）事業

地域健康づくりグループ育成事業

みなみ力で頑張る！区民応援事業

地域防災力強化「体験型研修」事業

地域力（みなみ力）パワーアップ事業

南区選挙サポーター制度

地域健康づくりグループ育成事業（健康体操の実施について）

新・右京区まちづくり支援制度

右京まちづくり大学リレー講座

地域健康づくりグループ育成事業

右京区学生選挙サポーター

西京区地域力サポート事業

まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっと」

地域力育成支援事業

防災セミナー

地域健康づくりグループ育成事業

西京魅力探訪

大原野「地域ブランド」戦略の策定

洛西ニュータウン創生のまちづくり

伏見区区民活動支援事業

伏見をさかなにざっくばらんの運営

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営

伏見区地域福祉推進のシンポジウム・講演会関係

地域健康づくりグループ育成事業

大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進

○ 地域防災支援プロジェクト

文化財防災マイスターの養成

自主防災上級研修（旧トップリーダー研修），防火アドバイザーの養成

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

幼少年に対する防火防災教育の実施（幼年・少年消防クラブの指導を除く。）

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

応急手当の普及啓発の実施

幼年・少年消防クラブの指導

消防局

南区役所

右京区役所

下京区役所

伏見区役所

西京区役所
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消防局 京都学生消防サポーターの養成

総合育成支援教育ボランティア養成講座の実施

市民スクール２１全体集会の実施

ＰＴＡ指導者育成事業の実施

「おやじの会」の実施・充実

女性団体指導者研修の実施

女性教育指導者研修の実施

地域女性活動交流研修の実施

スチューデントシティ・ファイナンスパークボランティア養成講座の実施

子育て支援ボランティア養成事業の実施

３　情報の提供・公開と共有

局名等 新規 主な事業名

「わかりやすい印刷物のつくり方」を活用した印刷物のユニバーサルデザイン化の
推進

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供

分野別センター等のメールマガジンの充実・活用

本市公式サイト「京都市情報館」を活用した審議会等に係る総括情報の発信

本市公式サイト「京都市情報館」を活用したパブリック・コメントに係る総括情報
の発信

汎用性が高く利用者の多いインターネットツール（Facebook,Twitter,Ustream等）
を活用した情報発信の充実

総合企画局
各区

「市民しんぶん」の企画の充実

DO YOU KYOTO?のホームページによる情報提供・共有

「エコドライブホームページ」による情報提供

身近な自然度調査事業

ごみ減量・分別普及啓発経費

交流セミナー

外郭団体における情報公開の推進

ホームページ作成支援システムの運用

「はばたけ未来へ！　京プラン（京都市基本計画）」実施計画（政策編）に基づく
取組の進捗状況の公開

子ども向けホームページ「きょうと　こども情報館」の運用など，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

「市政情報総合案内コールセンター」の運営・機能の充実

「よくある質問Ｑ&Ａ」の充実

転入した市民向けの「市民参加ガイド」の作成

「みやこ協働通信」の発行

「京都市政出前トーク」の充実

市民公募委員サロンの実施

総合企画局

行財政局

教育委員会

各局区等

環境政策局
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アンケートや事業への協力者等を対象とした市政への参加の情報を届けるための登
録制度の実施

市民参加データバンクの充実

公文書目録のインターネット上での公開

京都市男女共同参画センター　ウィングス京都　メールマガジン等の活用

出前講座（男女共同参画に関する講師派遣）

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

出前講座（悪質商法の手口やその対処法に関する講師派遣）

広報印刷物における情報発信時のユニバーサルデザイン対応の推進

「出産お祝いレター」及び「子育て応援パンフレット」お届け事業の実施

京（みやこ）・福祉の研修情報ネット

旅客施設バリアフリーにおけるバリアフリー化状況の掲載 (インターネット)

「京都の三山を守る！！森づくりニュース」の発行

北区役所 若者のまちづくりサロン

上京区役所 上京ふれあいネット カミング

左京区役所 市民しんぶん左京区版「安心安全通信」区民レポーターの運営

中京区役所 まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発行

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 「南区周辺案内地図とモニターによる情報掲示板」の運営

地域発！うきょう情報受発信事業

情報発信サポーターの運営

まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっと」

○ 転入した区民向けの区民参加の取組等を紹介するチラシの作成

洛西ニュータウン魅力発信装置「まちボタン」（ポータルサイト・フェイスブッ
ク）による情報発信

消防局 ＡＥＤマップの活用

上下水道広報用資料（DVD，ビデオ）貸出

小学生向けクリアファイル「いっしょに学ぼう　京の水道・下水道」

子供向けホームページ「ようこそ!京都市上下水道局キッズページへ」

子供向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの京の水道・下水道大発見！」

冊子「京の上下水道」

記念誌「琵琶湖疏水の100年」販売

記念誌「京都市水道百年史　資料編・叙述編」販売

ラジオを活用した情報発信

映画ＣＭによる情報発信

地下鉄広告

○ 市バス広告

○ おいしい！大好き！京（みやこ）の水キャンペーン

総合企画局

文化市民局

右京区役所

都市計画局

上下水道局

保健福祉局

西京区役所
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冊子「京都市上下水道事業経営評価」及び「京都市上下水道事業経営評価（概要
版）」

パンフレット「京からできる！親子でできる！水エコライフ」

冊子「上下水道事業環境報告書」

情報通信技術を活用した生涯学習の推進

乳幼児子育てサポート推奨事業の実施

４　計画を着実に進めるための推進体制

局名等 新規 主な事業名

市民参加を促進する職員研修の充実

各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

「職員のための市民参加推進の手引き」の運用

職員ワークショップ等庁内における経験共有の場の充実

協働連続講座の実施等市民参加を体験する機会の充実

「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用促進

市民参加円卓会議の開催

「市民参加推進会議」の開催

「市民参加庁内事例発表会」の充実

市民参加に関する庁内情報誌の発行

市民参加データバンクの運用

「市民参加推進フォーラム」の開催

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推進

教育委員会

行財政局

上下水道局

総合企画局
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