
 

 

 

 

市民参加推進計画に基づく 

平成２５年度施策実施状況 

及び平成２６年度施策実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年５月 

総合企画局 



目     次 
 

Ⅰ 本市における市民参加の取組状況 …………………………………………… １ 

 １ 市民参加推進計画の概要 

 ２ 市民参加の取組状況 

 （１）市政への参加 

 （２）市民のまちづくり活動 

 ３ 「共汗」による市政運営 

 

Ⅱ 平成２５年度施策実施状況及び平成２６年度施策実施計画の概要 ……… ４ 

 １ 市民の市政への参加の推進 

 ２ 市民のまちづくり活動の活性化 

 ３ 情報の提供・公開と共有 

 ４ 計画を着実に進めるための推進体制 

 

Ⅲ 平成２５年度各局区等における施策の実施状況       ……………１１ 

 １ 市民の市政への参加の推進 

 ２ 市民のまちづくり活動の活性化 

 ３ 情報の提供・公開と共有 

 ４ 計画を着実に進めるための推進体制 

  

 

Ⅳ 平成２６年度各局区等における施策の実施計画       ……………４５ 

 １ 市民の市政への参加の推進 

 ２ 市民のまちづくり活動の活性化 

 ３ 情報の提供・公開と共有 

 ４ 計画を着実に進めるための推進体制 

 



 

 

Ⅰ 本市における市民参加の取組状況 

 

１ 市民参加推進計画の概要 

  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。 

  第１期の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年が

満了し，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活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 

（１）市政への参加 

    本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は整い，その取組は着

実に進んでいる。 

    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，市政運営のさまざまな過程で，参加の機会の更なる拡充に努めていく。ま

た，参加を一層促進するために，市政への関心を高める情報提供方法の工夫に

引き続き取り組むとともに，市民が参加する会議等での託児対応や，インター

ネットの有効活用等により，誰もが参加しやすい環境の整備に取り組んでいく。 

 

（２）市民のまちづくり活動 

地域自治の伝統が息づく本市は，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年に京都市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「京都市地域コミュニティ活性化推進計画」に基づき，

地域コミュニティ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などによる自主的なまちづくり活動（志縁型の

まちづくり活動）も，京都市内に主たる事務所を有するＮＰＯ法人が平成２６

年３月末時点で８５３団体（うち京都市所管法人８００団体），税制優遇対象

となる認定・仮認定法人数（京都市所管）も平成２６年４月には１２団体とな

るなど，市民活動の裾野が着実に広がっている。 

今後，市民主体のまちづくりをさらに活性化するためには，これまで，その

担い手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，

京都の都市特性でもある多数の大学，寺社，その他多様な団体・機関，そして

行政が，地域社会を支える主体としての意識のもと，その役割を果たし，相互

の連携を深めていくことが必要である。 

このため，「未来まちづくり１００人委員会」や各区役所での「まちづくり

カフェ」等の事業，平成２５年度に新たに取り組んだ「地域団体とＮＰＯ法人

の連携促進事業」など，市民の活動と行政との協働にとどまらず，多様な団体・

機関相互の連携を強化する仕組づくりに，引き続き積極的に取り組んでいく。 

    また，地域発の市民主体のまちづくりを，区長・担当区長が先頭に立ち，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である「区民提

案・共汗型まちづくり支援事業予算」を活用した事業をさらに拡充し，京都の

地域力を活かした協働型のまちづくりを進めていく。 

 

＜市民参加の推進状況の主な指標＞                    （単位：件） 

項  目 
実 績 計 画 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

アンケート，モニター調査の実施数 32 41 41 47 37 

附属機関等の公開の割合 

公開している附属機関等／公開可能な附属機関等，％ 

127/127 

100％ 

109/109 

100％ 

114/114 

100％ 

135/135 

100％ 

139/139 

100％ 

公募委員が在籍する附属機関等の割合 

公募委員の在籍する附属機関等／在籍可能な附属機関等，％ 

68/109 

62.4% 

54/80 

67.5% 

62/87 

71.2% 

68/102 

66.7% 

73/110 

66.4% 

パブリック・コメントの実施数 56 25 24 33 16 

ワークショップの実施数 31 31 28 40 36 

ＮＰＯ法人認証数＊1 741 793 856 853 － 

（うち，京都市所管法人数）＊2 － － 795 800 － 

市民活動総合センター 

・ホームページアクセス数 
211,235 231,972 242,951 260,432 － 

・インフォメーションサービス登録数（団体数） 860 972 987 1,083 － 

※１ 京都市内に主たる事務所を置く認証ＮＰＯ法人数 

※２ 特定非営利活動促進法の改正により，平成２４年度からＮＰＯ認証事務が京都府より移管 

（参考）附属機関等総数の推移  197， 167， 154， 181， 185 

   平成 25年度から「京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例」施行に伴う附属機関等

の見直しにより，京都市市民参加推進条例が適用される附属機関等の総数が増加しています。 



 

 

３ 「共汗」による市政運営 

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，平成２６年３月で第４期の取組を

終了し，観光振興，寺社との交流，京の食文化普及，多文化共生など多様な分野で

市民の主体的なまちづくりの企画が取り組まれた。また，１００人委員会委員を経

験した延べ約４００人に上る市民が，その後も区役所等で行われるまちづくり推進

の取組においても活躍するなど，その成果は着実に地域へ浸透しつつある。平成 

２６年度においては，新たな市民の参加を得て，第５期目の委員会に取り組むとと

もに，その成果が地域のまちづくり活動により一層活かされるよう，各区役所・支

所との連携に努めていく。 

また，市民の社会参加意識の更なる向上を目指す市民参加・協働促進啓発事業

「Let's “KYO” Together!」では，ラジオ等のメディアを活用し，市民活動団体

や本市のまちづくりの取組を紹介するほか，チャリティコンサート等のイベント，

協賛団体の募集に取り組んだ。平成２６年度は，ラジオ等で情報を得た市民が，す

ぐにでも参加できる取組の情報発信を強化するとともに，協賛団体等の協力による

参加機会の拡充にも取り組んでいく。 

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６９

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。 



 

 

Ⅱ 平成２５年度施策実施状況及び平成２６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） 

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２５年度実施状況 

 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，本市ホームペ

ージ上で「施策・事業ごとの市政への参加手法の公表」を行ったほか，京都市生

活ガイドブック「暮らしのてびき」に市政への参加の情報を掲載した。  

 

 ○ 平成２６年度実施計画 

 引き続き「施策・事業ごとの市政への参加手法の公表」や「暮らしのてびき」

等による市民への周知に取り組む。 

 

 

（２）市民に必要な情報を届け，たどり着く情報提供の促進 

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２５年度実施状況 

 「歩くまち・京都」憲章の普及啓発など，各局区でイベント等の機会を活かし

た情報発信に取り組んだほか，洛西ニュータウン魅力発信装置「まちボタン」な

ど，ポータルサイトやフェイスブックなどのソーシャルメディアを活用した情

報発信に取り組んだ。 

 

○ 平成２６年度実施計画 

 引き続き，さまざまな機会を通じた情報発信に取り組むとともに，登録型メ

ールマガジンや，フェイスブックやツイッターなどの汎用性が高く利用者の多

いインターネットツールを活用した情報発信の一層の充実に各局区で取り組ん

でいく。 

 



 

 

（３）市民ニーズを把握し，政策・施策に結び付ける仕組の拡充 

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２５年度実施状況    

 上下水道の利用状況と市民のニーズを把握し，事業の充実とサービスの向上を

図るために「水に関する意識調査」を実施するとともに，「大学生エコライフ推

進プロジェクト」におけるアンケート調査や，子どもを共に育む京都市民憲章の

実践の推進に向けた市民公聴会などに新たに取り組むなど，様々な方法で市民の

声を市政に反映させる取組を実施した。 

 

 ○ 平成２６年度実施計画 

 引き続き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」の実施など，様々な方法で市民のニーズ把握し市政への反映に努めるほか，

多様な主体が課題抽出の段階から議論を交わす未来まちづくり１００人委員会

と，まちづくりカフェ＠東山などの各区の取組相互の連携を深めていく。 

 

 

（４）より参加しやすい審議会等の運営の促進 

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２５年度実施状況 

  京都をつなぐ無形文化遺産審査会など，公開可能な全ての附属機関等の会議

を公開し，京都市子ども・子育て会議や，各保健センター運営協議会等，各局

区の多くの取組において，委員の市民公募を実施した。 

   

○ 平成２６年度実施計画 

  京都市観光振興審議会，学校給食における「和食」の検討会議など，新たに

設置される附属機関等について，会議の公開と委員の市民公募に取り組むなど，

引き続き会議の原則公開と市民公募委員が在籍する附属機関等の拡充に取り組

んでいく。また，附属機関等に在籍する市民公募委員相互の交流と意識高揚の

場として，市民参加推進フォーラムとの協働により市民公募委員サロンを開催

する。 



 

 

（５）市政運営の各過程での参加の仕組の拡充 

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

の知恵と力を活かすため，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２５年度実施状況 

 生物多様性保全の取組で，プラン策定に向けての意見交換会・パブリック・コ

メントや，親子を対象とした自然観察会，生物多様性協働フォーラムの開催など

幅広く参加の機会を設けた。このほか，計量モニター制度の実施や，京都市空き

家の活用，適正管理等に関する条例等の条例の制定・改正や，大学のまち京都・

学生のまち京都次期推進計画（H26～30）等の計画の策定等に際してパブリック・

コメントを実施し，久我・久我の杜・羽束師地域及び柊野地域におけるモビリテ

ィ・マネジメントの推進や都市公園整備事業など，各局区の取組で参加しやすい

ワークショップの手法を採用した。  

 

 ○ 平成２６年度実施計画 

   “京都をつなぐ無形文化遺産”制度や京都市ライフイノベーション推進戦略（仮

称）の策定等においてパブリック・コメントを実施し，中京マチビト Cafe 等，

多くのワークショップ形式の議論の場を設けるとともに，地域主体の「バスの駅」

駅長及びサポーターの活動や，手話通訳，要約筆記，託児等，誰もが参加しやす

い環境を整える取組を推進する。 

 

（６）参加を担う人材育成 

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，市民の知恵と力を活かした市政運営

を進める。 

 ○ 平成２５年度実施状況 

 学生 Place+を活用した学生に対する市政への参加の積極的な周知，若者の地域

参加を目指す北区つながるワークショップなどに取り組んだほか，スチューデン

トシティ・ファイナンスパーク学習の推進をはじめ，市政出前トークの子ども向

けテーマの充実や地域コミュニティ活性化ロゴマークの募集に小中学生を対象

とした募集枠を設けるなど次世代の参加意識高揚に取り組んだ。また，協働の場

づくり体験研修など，市民参加を担う市職員の意識づくりにも取り組んだ。 

 

 ○ 平成２６年度実施計画 

   幼少年に対する防災教育の実施や，水道水のクオリティの高さと，琵琶湖疏水

の尊さを学んでもらうための小学生向けのチラシの配布など，多様な子ども向け

の取組を引き続き実施する。また，地域活性化プロジェクト「左京×学生縁ねっ

と」等大学生等の参加の機会拡充や，青少年活動センターでの若者の社会参加活

動の推進などに取り組んでいく。 



 

 

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 

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２５年度実施状況 

 地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業，スポーツしたい！支えたい！つながり

たい！事業，協働連続講座など，多様な人・団体相互の交流・連携を支援する取

組を行ったほか，まちづくりキャンバス＠右京，伏見をさかなにざっくばらん等，

各区での交流・連携の場づくりに取り組んだ。 

  また，官民地域連携による岡崎地域の魅力づくりをエリアマネジメント組織を

中心に実施した。 

 

○ 平成２６年度実施計画 

  多様な主体間協働を促進するためのブックレット，協働のレシピ帳（仮称）を

作成し，協働のルールや指針などを市民主体で考える取組の推進に寄与する。 

  また，先進的な取組事例を紹介するシンポジウムの開催，地域がつながる「絆」

事業等に取り組むほか，下京区西部エリアの活性化推進事業において，エリアマ

ネジメント組織の設立準備に取り組む。 

  さらに，地域課題の解決や，市民の主体的取組を支えるため，本庁・区役所間

のみにとどまらず，他の多様な公的機関，市民活動支援の機関との連携を強化し

ていく。 

 

（２）自主的な活動を始めるための環境づくり    

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２５年度実施状況 

 市民活動総合センター，いきいき市民活動センター，その他の分野別市民活動

支援センターにおいて，市民活動の支援に取り組んだほか， 下京町衆倶楽部に

おける活動の拠点の設置，四季の花ストリート事業，ＫＹＯＴＯ駅ナカアートプ

ロジェクトなどで，活動につながる情報や知識を得る機会や，資機材の提供を行

った。 

 

○ 平成２６年度実施計画 

 引き続き，市民活動総合センター，いきいき市民活動センター，その他の分野

別市民活動支援センターにおいて市民活動を支援するほか，地域力育成支援事業

「ふらっと・西京」や学校開放事業の推進などにより，身近な活動の場所・機会

の確保に努めていく。 



 

 

（３）市民力・地域力を高める取組への支援 

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２５年度実施状況 

 避難所運営マニュアルの作成，地域コミュニティサポートセンターや地域コミ

ュニティ活性化に向けた地域活動支援制度の運用，学まちコラボ事業の拡充など

により地域コミュニティの活性化を推進したほか，ＮＰＯ法人活動資金融資利子

助成制度の創設などにより，資金面での市民活動支援に取り組んだ。 

また，山科“きずな”支援事業など，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，審査会の審査を経て，経費の一部を補助する取

組を推進した。 

 

○ 平成２６年度実施計画 

  ラジオ放送を活用した市民参加・協働促進啓発事業において，すぐにでも参加

可能な市民活動情報の提供に取り組むほか，市民と耕す農業支援事業や文化財防

火サマースクールなどによる，人材育成に取り組む。 

  また，引き続き，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取組を推進するほか，まちづくりアドバイザ

ーの派遣，地域連携型空き家流通促進事業，アニメを活用した地域活性化等，さ

まざまな方法で地域における自主的な活動を支援していく。 

   



 

 

３ 情報の提供・公開と共有 

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２５年度実施状況 

 京都 style「真のワーク・ライフ・バランス」応援ＷＥＢ，屋外広告物総合ホ

ームページ「京都かんばんねっと」等のＷＥＢサイトを新設したほか，水道事業

のＰＲに新たに市バスラッピング広告に取り組むなどインターネット，印刷物，

市バス・地下鉄広告，テレビ・ラジオ，映画ＣＭ，など様々な広報媒体を活用し

て市政や市民活動の情報提供に取り組んだ。 

 

○ 平成２６年度実施計画 

  引き続き，多様な広報媒体を活用して市政情報や市民活動等の情報提供に積極

的に取り組むほか，市政出前トーク，イベント等での啓発など，市職員が積極的

に市民の身近な場所に出向き，情報提供を行う取組を推進する。 

 

 

４ 計画を着実に進めるための推進体制 

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２５年度実施状況 

   協働の場づくり体験研修，市民協働型ファシリテーション研修，協働連続講座，

未来まちづくり１００人委員会委員の職員公募等，市職員向けの市民参加や協働

に関する多様な研修の機会を設け，職員の意識，能力の向上に努めた。  

 

 ○ 平成２６年度実施計画 

   引き続き，市職員向けの多様な研修機会の確保に努めるとともに，「職員のた

めの市民参加の手引き（市民活動支援編）」の作成に取り組むなど，市民参加に

関する意識の向上，これまでに取り組んできた市民参加の取組の経験やノウハウ

の継承を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



１　市民の市政への参加の推進

局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

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

（２） その他

公の施設への指定管理者制度の導入 （５） その他

公の施設への運営協議会等の設置 （５） その他

公の施設における利用者アンケートの実施 （５） その他

企業や団体を対象にした意見聴取の実施 （５） その他

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

（５） その他 　

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

（５） その他 　

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

（５） その他 　

「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

（５） その他 　

京都市再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価会
議

（４） 会議の公開 ○

京都市エネルギー政策推進のための戦略（骨子案）市
民意見募集

（５） パブリック・コメント ○

地球温暖化対策推進委員会 （４） 会議の公開 　

「京のアジェンダ２１フォーラム」の取組の推進 （５） その他

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)

（５） 運営への参加 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市民環境ファンド （５） 寄付

京都市ごみ収集業務の在り方検討会議 （４） 会議の公開 ○

生物多様性意見交換会 （５） ワークショップ ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市生物多様性プラン意見募集 （５） パブリック・コメント ○

体験・夏休み親子いきもの探偵団 （５） ワークショップ ○

第7回生物多様性協働フォーラム （５） ワークショップ ○

京都市自動車環境対策協議会 （４） 会議の公開 　

市民向けエコドライブ教室 （５） その他 　

運輸事業者向けエコドライブ教室 （５） その他 　

京都市環境影響評価審査会 （４） 会議の公開 　

京都市環境審議会

生物多様性保全検討部会 ○

環境政策局

Ⅲ　平成２５年度各局区等における施策の実施状況

各局区等



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市ごみ減量推進会議の取組の推進 （５） 運営への参加 　

京都市のごみ収集業務に関するアンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

京都市ごみ収集業務評価推進会議 （４） 会議の公開 　

ボランティア美化活動助成事業 （５） その他 　

まちの美化推進住民協定事業 （５） その他 　

友・遊・美化パスポート事業 （５） その他 　

京都市まちの美化推進事業団の活動 （５） ボランティア 　

「世界の京都・まちの美化市民総行動」 （５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

事業ごみ減量に向けたワークショップ （５） ワークショップ 　

京都市廃棄物減量等推進審議会
東部山間埋立処分地延命策検討部会

（４） 会議の公開 ○

京都市公立大学法人京都市立芸術大学評価委員会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市防災会議 （４） 会議の公開 　

避難所運営マニュアルの作成 （５） ワークショップ 　

観光客等帰宅困難者対策の推進 （５） ワークショップ

京都市職場探見チーム （３）
アンケート，モニター調
査など

　

住民参加型市場公募債「京都浪漫債」の発行 （５） その他 　

「だいすきっ！京都。寄付金」の周知 （５） 寄付 　

事務事業評価における市民意見申出制度の実施 （５） その他 　

京都市事務事業評価委員会 （４） 会議の公開 　

京都市事務事業評価サポーター制度 （５） ワークショップ 　

外郭団体における市民意見申出制度の実施 （５） その他 　

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） その他

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

（５） その他

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

環境政策局

総合企画局

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

行財政局

　

京都市産業廃棄物３Ｒ推進会議 　

京都市歴史資料館評議委員会議 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） その他

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） ワークショップ

（５） その他

協働の場づくり体験研修の開催 （６） 人材育成 　

施策・事業ごとの市政への参加手法の公表 （１） その他 　

（１） その他

（２） その他

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

（２） その他

「おむすびミーティング」の実施 （３） その他 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） ワークショップ

（６） その他

市民公募委員サロンの実施 （５） ワークショップ 　

協働連続講座の実施 （６） 人材育成 　

「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用
促進

（６） 人材育成 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

次期「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画」の
策定

（５） パブリック・コメント ○

学生に対する市政への参加の積極的な周知 （６） 人材育成 　

下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議 （４） 会議の公開 　

「左京区岡崎における神宮道（冷泉通～二条通）と公
園の再整備基本計画」の策定

（５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市国際化推進プラン改訂版の策定 （５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

市長への手紙 （３）
アンケート，モニター調
査など

総合企画局

京都市政策評価委員会の開催 　

　

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

　

市民参加円卓会議 　

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議 　

京都市市民参加推進フォーラム 　

未来まちづくり１００人委員会

京都市国際化推進プラン点検委員会（25年11月14日ま
で京都市国際化推進プラン中間見直し検討委員会とし
て開催）

　

京都市多文化施策懇話会 　

京都市市民憲章推進会議



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

平成25年度市政総合アンケート （３）
アンケート，モニター調
査など

市民しんぶんの企画などへの市民参加の推進 （６） 人材育成

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「真のワーク・ライフ・バランス」インターネットア
ンケート

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市共同参画社会推進施設指定管理者選定委員会 （４） 市民公募委員の募集

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） ワークショップ

（６） 人材育成

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市控除対象特定非営利活動法人審査委員会 （４） 会議の公開

自治会・町内会アンケートの実施 （３）
アンケート，モニター調
査など

地域コミュニティ活性化ロゴマークの募集 （５） 名称・提案の募集

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市いきいき市民活動センタースモールオフィス会
議

（４） 会議の公開 　

京都市町名，町界変更審議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市奨学金等返還事務監理委員会 （４） 会議の公開

人権に関する市民意識調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

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

（５） ボランティア

総合企画局

文化市民局

京都市男女共同参画審議会 　

京都市情報公開・個人情報保護審議会 　

京都市青少年活動推進協議会専門委員会

京都市市民活動センター評価委員会

青少年モニター制度

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の開催



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

文化ボランティア （５） ボランティア 　

京都岡崎の文化的景観保存計画策定委員会 （４） 会議の公開 　

京都市の文化的景観推進事業 （５） パブリック・コメント

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） パブリック・コメント

（３）
アンケート，モニター調
査など

京都を彩る建物や庭園審査会 （４） 市民公募委員 　

”京都を彩る建物や庭園”制度 （５） 名称・提案の募集 　

京都市文化財保護審議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市動物園ボランティアーズ （５） ボランティア

元離宮二条城保存整備委員会 （４） 会議の公開 　

世界遺産・二条城一口城主募金 （５） 寄付 　

市民のスポーツに関する意識，活動調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

京都マラソンボランティア （５） ボランティア 　

京都市スポーツ振興基金への寄付募集 （５） 寄付 　

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）

（４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市大規模小売店舗立地審議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市中央卸売市場第一市場運営協議会の開催 （４） 会議の公開 　

京都市中央卸売市場第一市場水産物部取引委員会及び
京都市中央卸売市場第一市場青果部取引委員会

（４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「京都市中央卸売市場第一市場施設整備基本構想（仮
称）」検討会議

（４） 会議の公開

京都市中央卸売市場第一市場施設整備基本構想 （５） パブリック・コメント ○

京都市中央卸売市場第二市場運営協議会 （４） 会議の公開 　

文化市民局

産業観光局

京都市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 ○

”京都をつなぐ無形文化遺産”制度 ○

京都市美術館評議員会「将来構想検討委員会」 　

京都市商業集積活性化会議

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検討会
の開催

　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

計量モニター制度 （５）
アンケート，モニター調
査など

○

地方独立行政法人京都市産業技術研究所評価委員会 （４） 会議の公開 ○

京都市グリーン産業振興ビジョン（仮称）策定懇話会 （４） 会議の公開 ○

京都市グリーン産業振興ビジョン(仮称)の策定 （５） パブリック・コメント ○

スマートシティ京都研究会 （４） 会議の公開 　

「地方独立行政法人京都市産業技術研究所中期目標」
（案）

（５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都観光サポーター制度 （５） ボランティア 　

京都まちなか観光案内所，京都えきなか観光案内所 （２） その他 　

京都型農林業プロジェクト有識者会議の開催 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市フィルムコミッション事業に関するアドバイ
ザー会議

（４） 会議の公開

ため池「水抜き」生き物調査 （５） ワークショップ 　

行財政局
産業観光局

京都市帰宅困難者観光地対策協議会 （４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

京都市福祉有償運送運営協議会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市精神保健福祉審議会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市障害者自立支援協議会 （４） 会議の公開

京都市障害者就労支援推進会議 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

産業観光局

京都市障害者施策推進審議会

「未来・京都観光振興計画２０１０＋５」マネジメン
ト会議

　

京都市観光振興審議会 ○

木の文化を具体化する推進会議 　

保健福祉局

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委員会

京都市自殺総合対策連絡協議会

京都市地域福祉推進委員会



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

若杉学園の今後の基本的な考え方（案） （５） パブリック・コメント

京都市におけるリハビリテーション行政の基本方針
（案）

（５） パブリック・コメント

きょう　いのち　ほっとプラン（京都市自殺総合対策
推進計画）の見直し素案

（５） パブリック・コメント

ほほえみ広場2013 （２） その他

自死遺族支援のための府民・市民シンポジウム （５） 公聴会

精神障害者バレーボール京都市大会 （５） その他

京（みやこ）・地域福祉推進指針（案） （５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

子育て支援に関する市民ニーズ調査等 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） 公聴会

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

（３）
アンケート，モニター調
査など

○

「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）」に関する市民意見募集

（５） パブリック・コメント ○

「敬老乗車証制度の今後の在り方に関する基本方針」
（案）に関する市民意見募集

（５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

市民すこやかフェア （５） その他

介護相談員派遣等事業 （５） ボランティア 　

「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び
運営の基準等に関する条例」の一部改正について

（５） パブリック・コメント 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市食品衛生責任者養成講習会選定委員会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

平成26年度京都市食品衛生監視指導計画の策定 （５） パブリック・コメント

保健福祉局

京都市国民健康保険運営協議会

京都市子ども・子育て会議

京都市営保育所移管先選定等委員会

○

京都市子ども・子育て会議市民フォーラム ○

京都市高齢者施策推進協議会（京都市地域包括支援セ
ンター運営協議会）

京都市保健所運営協議会（同協議会の部会である各区
の保健センター運営協議会を含む。）

京都市民健康づくり推進会議

京都市食の安全安心推進審議会 　

京都市動物愛護推進会議 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

京都市民健康づくりプラン（第２次）普及啓発シンポ
ジウム

（５） 公聴会 ○

京都市新型インフルエンザ等対策有識者会議 （４） 会議の公開 ○

京都市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 （５） パブリック・コメント ○

動物愛護事業推進基金 （５） 寄付

京都動物愛護センター（仮称）の愛称及びマスコット
キャラクターの募集

（５） 名称・提案の募集 ○

京都市母子保健・思春期に関する意識調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

○

犬，猫，鳩・カラス等のふん尿被害に係るアンケート
調査

（３）
アンケート，モニター調
査など

○

京都動物愛護センター（仮称）のボランティアスタッ
フの募集

（５） ボランティア ○

京都市地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会 （４） 会議の公開

（５） 名称・提案の募集

（５） ボランティア

京都子どもネットワーク連絡会議 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

子どもを共に育む京都市民憲章の愛称及び新ロゴマー
クの募集

（５） 名称・提案の募集 ○

（５） 公聴会

（３）
アンケート，モニター調
査など

答申案「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進
に関する具体的方策及び条例の見直しについて」に関
する市民意見募集

（５） パブリック・コメント ○

（５） 公聴会

（３）
アンケート，モニター調
査など

京都市帰宅困難者ターミナル対策（京都駅周辺）協議
会

（４） 会議の公開 　

「らくなん進都」まちづくりの取組方針検討会議 （４） 会議の公開 　

らくなん進都整備推進協議会 （５） 運営への参加 　

「京都市空き家の活用，適正管理等に関する条例」の
制定

（５） パブリック・コメント ○

京都市都市計画審議会 （４） 会議の公開 　

京都市土地利用調整審査会 （４） 会議の公開 　

都市計画施設等見直し検討委員会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

駅周辺等にふさわしい都市機能の集積のあり方 （５） パブリック・コメント ○

「京都市駐車場条例」の改正 （５） パブリック・コメント ○

先斗町町並み調査事業 （３）
アンケート，モニター調
査など

○

京都市美観風致審議会 （４） 会議の公開 　

保健福祉局

都市計画局

お風呂屋さんサポーター制度 　

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 　

子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に向けた
市民公聴会

○

子どもを共に育む京都市民憲章市民フォーラム ○

京都市駅周辺等にふさわしい都市機能検討委員会 ○



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

京都市景観審査会 （４） 会議の公開 　

京都市歴史まちづくり推進会議 （４） 会議の公開

京都市開発審査会 （４） 会議の公開 　

京都市景観デザイン会議 （５） 運営への参加 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） 運営への参加

京都景観賞審査委員会 （４） 市民公募委員

京都市建築審査会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（５） その他

京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例（仮
称）の改正

（５） パブリック・コメント 　

京都市建築基準条例の改正 （５） パブリック・コメント ○

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

（５） パブリック・コメント ○

京都市歴史的細街路にのみ接する建築物の制限に関す
る条例の改正

（５） パブリック・コメント ○

京都市交通バリアフリー推進会議 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（５） パブリック・コメント

（５） ワークショップ

（４） 会議の公開

（５） パブリック・コメント

（５） ワークショップ

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議 （４） 会議の公開

京都市タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議 （４） 会議の公開

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

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

「歩いて楽しい東大路」における歩行空間の創出 （４） 会議の公開 　

「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発 （２） その他 　

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

（３）
アンケート，モニター調
査など

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進 （３）
アンケート，モニター調
査など

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

崇仁地区における住環境整備事業 （５） ワークショップ 　

都市計画局

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 　

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

　

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

　

「歩くまち・京都」推進会議 　

京都市住宅審議会 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市公共事業評価委員会 （４） 会議の公開 　

京都市京都高速道路検証専門委員会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市廃自動車認定等委員会 （４） 会議の公開 　

放置自転車を防止し美しい町をつくる会（太秦） （５） 運営への参加

円町放置自転車連絡対策会議 （５） 運営への参加

放置自転車を防止し美しい町をつくる会（中書島） （５） 運営への参加

都心部の放置自転車をなくす会 （５） 運営への参加

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員の在籍

四季の花ストリート事業（スポンサー花壇） （５） ボランティア 　

京都市街路樹サポーター制度 （５） ボランティア 　

都市公園整備事業 （５） ワークショップ 　

京都市稲荷山トンネル安全対策委員会 （４） 会議の公開

北区民まちづくり会議 （４） 会議の公開

「お客様の声」投稿箱の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

憲法月間街頭啓発 （５） 運営への参加 　

北区ハートスポット・スタンプラリー （５） 運営への参加 　

人権啓発作品展 （５） 運営への参加 　

北区「人権のつどい」 （５） 運営への参加 　

北区つながるワークショップ （５） ワークショップ 　

「柊野地域における公共交通利用促進会議」運営事務 （５） 運営への参加 ○

京都市上京区基本計画推進会議 （４） 会議の公開

京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

憲法月間「街頭啓発」，「映画のつどい」 （５） 運営への参加 　

人権強調月間「夏休み親子施設見学会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「街頭啓発」，「講演のつどい」 （５） 運営への参加 　

「区長へのお便りメール」，「区長へのお便りボック
ス」の設置

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

地域活性化プロジェクト「左京×学生」縁ねっと （５） ボランティア 　

左京区

北区

建設局

建設局指定管理者選定等委員会 　

京都市自転車等駐車対策協議会 　

京都市都市緑化審議会 　

京都市上京区まちづくり円卓会議
上京区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

みんなでつくる左京朝カフェ （５） ワークショップ 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員の募集

京都市左京区まちづくり活動支援交付金審査会 （４） 市民公募委員の募集

左京区内の伝統行事の保存継承 （６） 人材育成 　

憲法月間　街頭啓発 （５） 運営への参加 　

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

（５） 運営への参加 　

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

（５） 運営への参加 　

高齢者にやさしい店事業 （５） その他 　

中京マチビトCafe （５） ワークショップ 　

中京区基本計画推進委員会 （４） 会議の公開

中京区民まちづくり支援事業審査委員会 （４） 会議の公開

京都市総合防災訓練 （６） 人材育成 　

地域による避難所づくり強化プロジェクト事業 （６） 人材育成

憲法月間「街頭啓発」，「人権パネル展」 （５） 運営への参加

人権強調月間「こどもふれあいコンサート」 （５） 運営への参加

「人権施設見学会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「街頭啓発パレード」 （５） 運営への参加 　

「人権講演会」 （５） 運営への参加 　

小・中学生人権啓発書初め展 （５） 運営への参加 　

中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業 （５） 運営への参加 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

まちづくりカフェ＠東山 （５） ワークショップ 　

（５） ワークショップ

（６） 人材育成

（６） 人材育成

（５） その他

つながる防災コミュニティ事業 （２） その他 ○

東山区総合防災訓練 （２） その他 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

憲法月間「人権啓発リーダー研修会」，街頭啓発 （６） 人材育成 　

人権月間「山科区人権講演のつどい」，街頭啓発，人
権啓発ポスター展

（６） 人材育成 　

京都市次代の左京まちづくり会議 　

左京区

中京区

「東山の未来」区民会議

人権研修リーダー育成講座 　
東山区

人権学習ツアー 　

山科区民まちづくり会議

山科区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

山科区 地域健康づくりグループ育成事業 （６） 人材育成 　

「皆様の声」箱の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

下京・町衆倶楽部 （５） ワークショップ

京都駅前周辺「放置自転車等防止啓発活動」 （５） 運営への参加

憲法月間街頭啓発と「人権を考えるつどい」 （５） 運営への参加

環境月間 （５） 運営への参加

人権月間「講演会」 （５） 運営への参加

南区選挙サポーター制度 （６） 人材育成

憲法月間「街頭啓発」 （５） 運営への参加 　

人権強調月間「人権映画鑑賞会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「心のふれあいみんなの広場講演会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「街頭啓発」 （５） 運営への参加 　

「市民しんぶん南区版」区民モニター （３）
アンケート，モニター調
査など

　

南区子育て支援ルームの運営 （５） ボランティア

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） ワークショップ

「市民しんぶん右京区版」情報発信サポーター （３）
アンケート，モニター調
査など

　

地域発！うきょう情報受発信事業 (２) その他

「平成25年度　右京区運営方針」についての意見・提
案募集

（３）
アンケート，モニター調
査など

小・中学生による人権啓発ポスター展 （６） 人材育成

ジュニア円卓会議 （６） 人材育成

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

地域力育成支援事業「ふらっと・西京」 （５） ワークショップ

西京区民ふれあい事業 （５） 運営への参加 　

西京区
洛西支所

「西京区役所・洛西支所ご意見箱」の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） ワークショップ

憲法月間「西京区民映画のつどい」 （５） 運営への参加 　

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

（２） その他

伏見をさかなにざっくばらん （５） ワークショップ 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

西京区

下京区

南区

右京区

右京区まちづくり区民会議（全体会議） 　

西京まちづくり区民会議の運営

大原野「地域ブランド」戦略の策定 ○

伏見区基本計画推進区民会議の運営 　

洛西支所

伏見区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

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

（５） 運営への参加

伏見区人権啓発推進協議会公開研修会 （５） 運営への参加

ふしみ人権の集い，学習会 （５） 運営への参加

街頭啓発，人権啓発ポスター・標語展，人権を考える
講演会

（５） 運営への参加

久我・久我の杜・羽束師地域におけるモビリティ・マ
ネジメントの推進

（５） ワークショップ ○

醍醐ふれあいプラザ人権ブース （３）
アンケート，モニター調
査など

　

みんなでつくろう健康醍醐 （３）
アンケート，モニター調
査など

○

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起用 （５） その他 　

大規模災害時における帰宅困難者対策に係る事業所対
策協議会

（４） 審議会等の公開

文化財市民レスキュー体制の育成指導 （５） 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 （５） ワークショップ 　

防火アドバイザーの養成 （５） ワークショップ 　

自主防災上級研修（名称変更） （５） ワークショップ 　

我が家の防火診断士の養成 （５） ワークショップ 　

少年消防クラブの指導 （５） ワークショップ 　

京都学生消防サポーターの養成 （５） ワークショップ

平成26年京都市消防出初式 （５） その他

救急フェスタ （５） その他 　

「お客様の声」設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

京都市交通局指定管理者選定等委員会 （４） 審議会等の公開

「久我・久我の杜・羽束師地域」におけるモビリティ
マネジメントの取組を通じた市バスの利用促進

（５） ワークショップ ○

「柊野地域における公共交通利用促進会議」の取組を
通じた市バスの利用促進

（５） ワークショップ ○

洛バスラッピングバスリニューアル （５） 名称・提案の募集 ○

「バスの駅」整備事業（ロゴマークデザインの募集） （５） 名称・提案の募集 ○

春季・秋季の観光シーズンにおける英語・中国語によ
る交通案内ボランティア活動の実施

（５） ボランティア

「京都市未来まちづくり１００人委員会」による地下
鉄便利マップ「ドアちか」の掲出・配布

（５） その他 ○

上下水道局公式サイト「ご意見メール」 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

蹴上浄水場一般公開における来場者アンケート （３）
アンケート，モニター調
査など

鳥羽水環境保全センター一般公開における来場者アン
ケート

（３）
アンケート，モニター調
査など

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） ワークショップ

（６） 人材育成

交通局

伏見区

醍醐支所

消防局

上下水道局

伏見区区民活動支援事業審査会の開催 　

上下水道モニター



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

鳥羽水環境保全センター一般公開 （６） 人材育成

蹴上浄水場一般公開 （６） 人材育成

おいしい！大好き！京（みやこ）の水宣言 （５） その他 ○

京（みやこ）の水カフェ （５） その他 ○

京の水・利き水大作戦 （５） その他 ○

小学生向け上下水道広報用資料（ＤＶＤ，ビデオ）の
貸出

（６） 人材育成

広報用映像「水道と下水道のしくみ～澄都くん・ひか
りちゃんと学ぼう！～」の動画配信

（６） 人材育成 ○

上下水道局キッズページ （６） 人材育成

子ども向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの
京の水道・下水道大発見！」

（６） 人材育成

小学生への啓発物品の配布 （６） 人材育成

小学生への啓発チラシの配布 （６） 人材育成 ○

夏休み親子教室 （６） 人材育成

下水道施設見学会 （６） 人材育成

ラジオを活用した情報発信 （２） その他

映画ＣＭによる情報発信 （２） その他

ミスト事業に係るアンケートの実施 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

水に関する意識調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

投函箱「お客さまの声を上下水道局へ」の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

各区ふれあいまつり，市民ふれあいステージ，京都学
生祭典等イベントにおけるアンケート調査

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

パンフレット「京からできる！親子でできる！水エコ
ライフ」

（６） 人材育成

「哲学の道」桜並木保全育成懇談会 （５） その他 　

浄水場施設見学会 （６） 人材育成

打ち水大作戦2013 （５） その他 　

学校運営協議会及び学校評価に関する検証委員会 （４） 市民公募委員

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

（４） 会議の公開

京都市教育委員会野外活動施設指定管理者選定委員会 （４） 会議の公開

京都知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定
委員会

（４） 会議の公開

京都市子ども安全会議 （４） 会議の公開

「子どもを共に育む『親支援』プログラム」プロジェ
クト会議

（４） 会議の公開

総合育成支援教育ボランティアの活動 （５） ボランティア 　

総合支援学校デュアルシステムネットワーク （３） その他 　

巣立ちのネットＷＯＲＫ （３） その他 　

教育委員会

上下水道局

京都市上下水道事業経営審議委員会 ○



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

総合育成支援教育ボランティア養成講座の実施 （６） 人材育成 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

モノづくり学習支援員（京モノレンジャー）の活動 （５） ボランティア 　

スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習の推
進

（６） 人材育成

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

（５） ボランティア 　

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

（５） ボランティア 　

京都市ＰＴＡフェスティバルへの参加 （６） 人材育成 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） パブリック・コメント

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） ワークショップ

「歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定」推進プ
ロジェクト会議

（４） 会議の公開

京都市放課後対策事業検討会議 （４） 会議の公開

地域教育サポーターの活動 （５） ボランティア

子どもを共に育む「親支援」プログラムの支援者とし
ての活動

（５） ボランティア

子どもを取り巻く緊急課題語り部養成講座 （５） ボランティア

「学生ボランティア」学校サポート事業 （５） ボランティア 　

学校安全ボランティアの活動 （５） ボランティア 　

成人の日記念式典への参加 （６） 人材育成 　

親と子のこころの電話相談員の活動 （５） ボランティア 　

博物館ふれあいボランティアの活動 （５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市生涯学習市民フォーラム事業への参加 （５） その他 　

教育実践功績表彰 （４） 会議の公開 　

学校歴史博物館アンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

青少年科学センターアンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

青少年科学センター「サイエンスコミュニケーター」
の活動

（５） ボランティア 　

青少年科学センター「子育てボランティア」の活動 （５） ボランティア 　

こどもみらい館子育て支援ボランティアの活動 （５） ボランティア 　

こどもみらい館企画推進会議の開催 （５） 運営への参加 　

花背山の家利用者アンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

教育委員会

京都市社会教育委員会議 　

○

第3次京都市子ども読書活動推進計画策定会議 ○

第3次京都市子ども読書活動推進計画策定

京都市図書館協議会 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

自然大好きフェスティバルへの参加 （５） ワークショップ

花背山の家企画運営委員会 （５） 運営への参加

野外活動ボランティアリーダー養成講座 （５） ワークショップ

市立学校芝生化維持・管理ボランティアの活動 （５） ボランティア

野外活動ボランティアの活動 （５） ボランティア

土曜学習ボランティアの活動 （５） ボランティア

学校図書館ボランティアの活動 （５） ボランティア

「日本料理に学ぶ食育カリキュラム」推進事業ボラン
ティアの活動

（５） ボランティア

新しい工業高校の整備候補地選定委員会 （４） 会議の公開 ○

学校支援ボランティアの活動 （５） ボランティア

学校運営協議会への参画 （５） 運営への参加

学校評議員の活動 （５） 運営への参加

学校評価システム （５） その他

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

（５） ボランティア 　

児童・生徒及び保護者に対する通訳ボランティアの活
動

（５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

平安京創生館 （５） ボランティア 　

教育委員会
産業観光局

キャリア教育の推進 （６） 人材育成

教育委員会

京都市視聴覚センター運営委員会 　



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

「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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

「エコ学区」事業の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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）

（３） 人材の育成

こどもエコライフチャレンジ推進事業の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

京都市市民協働発電制度 （３） その他

DO YOU KYOTO?クレジット制度 （３） その他

ボランティア美化活動助成事業 （２） 資機材の提供

まちの美化推進住民協定事業 （２） 活動場所の確保

友・遊・美化パスポート事業 （２） 活動場所の確保

京都市まちの美化推進事業団の活動 （２） 活動場所の確保

「世界の京都・まちの美化市民総行動」 （２） 活動場所の確保

使用済てんぷら油回収 （３） 補助金・助成金

コミュニティ回収の推進 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

京都市シェイクアウト訓練の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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）

（３） その他

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 情報提供

「協働の日（仮称）」の創設に向けた取組の検討・実
施

（１） ネットワークづくり ○

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

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

（１） ネットワークづくり ○

「市政出前トーク」の充実 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

２　市民のまちづくり活動の活性化

各局区等

環境政策局

行財政局

京都市総合防災訓練の実施

避難所運営マニュアルの作成 　

協働連続講座の実施

総合企画局

未来まちづくり１００人委員会モデルの各区での活用
促進

Let's "KYO" Together!キャンペーン



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（２） 活動場所の確保

（２） 資機材の提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

（３） 相談・専門家の派遣

（３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

「学まちコラボ事業（大学地域連携・創造支援事
業）」の実施

（３） 補助金・助成金

下京区西部エリアの活性化推進事業 （１） ネットワークづくり ○

官民地域連携による岡崎地域の魅力づくりの推進 （１） ネットワークづくり

京都市男女共同参画市民会議の取組 （１） ネットワークづくり

配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議 （１） ネットワークづくり

DV被害者支援インストラクター活用事業 （３） 人材の育成

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

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)

（３） 人材の育成 　

「地域コミュニティサポートセンター」の運用 （３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

「地域活動ハンドブック」の配布 （３） 情報提供

まちづくりアドバイザーの派遣 （３） 相談・専門家の派遣

（２） 活動場所の確保

（３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 情報提供

先進的な取組事例等を共有するシンポジウムの開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

（３） 人材の育成

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

（１） その他

市民活動団体等への活動の場の提供 （２） 活動場所の確保

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

「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」
の運用

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

京都市青少年活動センターの運営

「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

集会所新築等補助の実施

総合企画局

「輝く学生応援プロジェクト」の実施

文化市民局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

地域のリーダーを育成する取組の推進 （３） 人材の育成

市民活動に関する各種講座の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度の創設 （２） その他 ○

「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

（３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金 ○

市民活動に関する助成金情報の収集・提供 （３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

（２） 資機材の提供

（３） 補助金・助成金

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

「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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

スポーツしたい！支えたい！つながりたい！事業 （３） 情報提供 ○

京都観光サポーター制度 （１） ネットワークづくり

保勝会事業補助 （３） 補助金・助成金

地域と事業所とのマッチングによる地域連携観光の推
進

（３） 補助金・助成金 ○

京都市ソーシャルビジネス支援事業 （３） 人材の育成

京の川の恵みを活かす事業 （１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

（２） 資機材の提供

市民と耕す農業支援事業の推進 （３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（２） 活動場所の確保

（３） 情報提供

（３） 補助金・助成金

（３） 人材の育成

合併記念の森復活プロジェクト （２） 活動場所の確保

人にやさしいサービス宣言 （３） 情報提供

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰 （３） 人材の育成

映画のユニバーサル上映支援 （３） 補助金・助成金

「伝統文化の森」推進事業

四季・彩りの森復活プロジェクト

地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業

学区の安心安全ネット継続応援事業

農地・水・環境保全向上対策

「くらしのみはりたい」の募集

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

文化市民局

産業観光局

保健福祉局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

市民（消費者）へのユニバーサルデザイン啓発 （３） 情報提供

地域における見守り活動促進事業 （１） ネットワークづくり

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

（２） 活動場所の確保

（３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

高齢者仲間づくり支援事業 （１） ネットワークづくり

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

（３） 補助金・助成金

老人クラブ補助等事業 （３） 補助金・助成金

老人クラブハウス助成事業 （３） 補助金・助成金

（２） 活動場所の確保

（３） 補助金・助成金

食育指導員養成事業 （３） 人材の育成

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

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

（３） 人材の育成

京都動物愛護センター（仮称）に係るボランティアス
タッフの募集

（３） 人材の育成 ○

子どもを共に育む京都市民憲章の広報啓発 （３） 情報提供

（３） 人材の育成

（３） 情報提供

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進 （１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

京都市景観・まちづくりセンターの運営 （２） 活動場所の確保

景観まちづくり大学の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

景観・まちづくり相談 （３） 相談・専門家の派遣

まちづくり専門家の派遣 （３） 相談・専門家の派遣

まちづくり活動助成 （３） 補助金・助成金

京町家まちづくりファンドによる京町家改修助成 （３） 補助金・助成金

高齢者の居場所づくり支援事業

保健福祉局
教育委員会 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

まちづくりに係る調査・企画・支援事業

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）

各区こころのふれあいネットワークの取組

京（みやこ）・地域福祉パイロット事業

一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業

知恵シルバーセンター事業

保健福祉局

都市計画局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

景観・まちづくりシンポジウム （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１）

（２）

（３）

先斗町町並み調査事業 （１） その他 ○

地域景観づくり協議会 （２） その他

（３） 情報提供

（３） 人材の育成

（３） 情報提供

（３） 人材の育成

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

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

（２） 資機材の提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

○

（３） 人材の育成

（３） 人材の育成

（３） その他 ○

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進 （３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 資機材の提供

（３） 情報提供

（２） 資機材の提供

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（２） 活動場所の確保

北区つながるワークショップ

北区北部山間地域まちづくり構想策定事業

北区　地域と大学つながるネット

地域連携型空き家流通促進事業

建設局

四季の花ストリート事業（スポンサー花壇） 　

公園愛護協力会制度

三山森林景観保全・再生ガイドラインの推進 ○

屋外広告物デザイン力向上講座の開催

屋外広告物適正表示宣言事業所認証制度の創設

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

密集市街地における防災まちづくりの推進 その他

景観形成推進事業

景観顕彰制度

都市計画局

北区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

北区民まちづくり会議の運営等 （３） 情報提供

北区民まちづくり提案支援事業 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

北区イベントのエコ化推進事業 （３） 補助金・助成金

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

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）

（２） 活動場所の確保

北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業 （３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣 ○

北区総合防災訓練 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

（３） 人材の育成

総合防災訓練 （１） ネットワークづくり

各学区ＰＴの立ち上げと初動から避難，復旧体制の整
備

（１） ネットワークづくり

上京区基本計画推進組織の運営 （１） ネットワークづくり

上京区民まちづくり活動支援事業 （３） 補助金・助成金

地域が繋がる「絆」事業 （１） ネットワークづくり

上京ふれあいネット「カミング」活用事業 （１） ネットワークづくり

烏丸今出川自転車対策プロジェクト事業 （１） ネットワークづくり

上京区民ふれあい事業 （１） ネットワークづくり

上京区イベント等のエコ化推進事業 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

「みんなで空き家対策を考えよう」事業 （１） ネットワークづくり ○

上京区くらしの安心安全学区活動支援事業 （３） 補助金・助成金

大学と協働した健康づくりの推進 （１） ネットワークづくり

地域健康づくりグループの育成 （３） 人材の育成

こころのふれあいネットワーク事業の実施 （１） ネットワークづくり

地域健康づくりグループ育成事業

「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動

上京区

北区

北区民ふれあい事業

「柊野地域における公共交通利用促進会議」運営事務

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



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

左京区まちづくり活動支援交付金 （３） 補助金・助成金

みんなでつくる左京朝カフェ （１） ネットワークづくり

左京の自然を愛でるプロジェクト～チマキザサの再生
を左京から

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

左京区総合防災訓練の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１） ネットワークづくり ○

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

久多地域の支え合い・助け合いのまちづくり （１） ネットワークづくり

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

（３） 補助金・助成金

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

（３） 補助金・助成金

安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

北部地域の古民家活用ネットワーク事業 （１） ネットワークづくり ○

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

中京区基本計画推進委員会の運営 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

中京マチビトCafe （１） ネットワークづくり

京都みつばちガーデン推進プロジェクト （１） ネットワークづくり

まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発
行

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

京都市総合防災訓練 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

中京区民まちづくり支援事業 （３） 補助金・助成金

中京区民ふれあい事業（ふれあいまつり他3件） （３） 補助金・助成金

イベント等のエコ化の推進事業 （３） 補助金・助成金

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

中京こころのふれあいネットワーク事業の実施 （３） ネットワークづくり

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

東山区まちづくり支援事業 （３） 補助金・助成金

つながる防災コミュニティ事業 （２） その他 ○

東山区総合防災訓練 （２） その他

中京区まちづくり仕掛け人養成講座

まちなか緑化推進プロジェクト

まちづくりカフェ＠東山

左京区

防災対策を通じた地域コミュニティの強化モデル事業

左京こころのふれあいネットワーク

中京区

東山区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

地域健康づくりグループの育成 （３） 人材の育成

東山観光支援コミュニティ （３） 補助金・助成金

東山区民ふれあいひろば （３） 補助金・助成金

地域の安心安全ネットワーク継続応援事業 （３） 補助金・助成金

山科区民まちづくり会議 （１） ネットワークづくり

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

アートロードなぎつじの創設 （２） 活動場所の確保

第５回「京都・やましな観光ウィーク」の実施 （２） 活動場所の確保

山科区総合防災訓練 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

山科“きずな”支援事業 （３） 補助金・助成金

ふれあい事業の取組 （３） 補助金・助成金

花と緑のまちづくりサポーター（山科区フラワーロー
ド事業）

（２） 活動場所の確保

“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

（２） 活動場所の確保

2万人まち美化作戦の取組 （２） 資機材の提供

山科区エコアクションNo1宣言の取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

エコ学区事業の推進 （２） 資機材の提供

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

大好き！やましな魅力発信プラットフォーム （１） ネットワークづくり

地域力アップ応援（自治会加入マッチング）事業 （３） 情報提供 ○

下京歩歩（ぽっぽ）塾 （１） ネットワークづくり 　

下京・町衆倶楽部事業 （１） ネットワークづくり

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）

（３） 補助金・助成金

下京区基本計画進捗管理事業 （３） 情報提供

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）

（３） 補助金・助成金

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）

（３） 補助金・助成金

下京区総合防災訓練の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

環境月間 （２） 資機材の提供

区民提案型まちづくり支援事業 （３） 補助金・助成金

いざという時のための安心安全の情報共有 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

地域健康づくりグループ育成事業 （２） 活動場所の確保

下京こころのふれあいネットワーク事業の実施 （１） ネットワークづくり

いいね！下京探偵団 （６） 人材の育成 ○

やましなＹ級グルメの創設

山科区

東山区

下京区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（１） ネットワークづくり

（６） 人材の育成

南区民ふれあい事業の取組（南区民ふれあいまつり
等）

（３） 補助金・助成金

南区基本計画推進組織（南区まちづくり推進会議）の
運営

（１） ネットワークづくり

みなみ力で頑張る！区民応援事業 （３） 補助金・助成金

地域力（みなみ力）パワーアップ事業 （３） 情報提供

南区企業の“知”活用促進事業 （１） ネットワークづくり

南区子育て支援ルームの運営 （１） ネットワークづくり

子育てイベント「親子みんなでつながろう」 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

南区民健康づくり推進事業 （１） ネットワークづくり

こころのふれあいネットワーク事業 （１） ネットワークづくり

花の町運動 （１） その他

右京区まちづくり区民会議（全体会議） （１） ネットワークづくり

まちづくりキャンバス＠右京 （１） ネットワークづくり ○

右京区まちづくり大学リレー講座 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

右京区まちづくり支援制度 （３） 補助金・助成金

右京学生まちづくりネットワーク （１） ネットワークづくり ○

右京区民まちづくり交流拠点 （２） 活動場所の確保 ○

右京区学生選挙サポーター （３） 人材の育成

安心安全ネット継続応援事業 （２） 補助金・助成金

右京区総合防災訓練の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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）

（３） 補助金・助成金

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）

（３） 補助金・助成金

きぬかけの路あるき （１） ネットワークづくり

自治会・町内会“ス・テ・キ”プロジェクト （３） 人材の育成

サンサ健康広場 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

右京こころのふれあいネットワーク （１） ネットワークづくり 　

おやこ井戸端広場 （１） ネットワークづくり 　

花降る里けいほくプロジェクト実行委員会 （３） その他

西京区総合防災訓練の開催 （１）
情報・知識を得る機会の
提供

　

防災セミナー （３）
情報・知識を得る機会の
提供

○

西京まちづくり区民会議の運営 （１） ネットワークづくり

南区

地域防災力強化「体験型研修」事業
（南区総合防災訓練）

右京区

西京区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

西京区地域力サポート事業 （３） 補助金・助成金

（２） 活動場所の確保

（３） 人材の育成

（３） 補助金・助成金

（３） 情報提供

（３） 人材の育成

（２） 活動場所の確保

西京区イベント等のエコ化の推進事業 （３） 補助金・助成金

（３） 人材の育成

（３） その他

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

西京区イベント等のエコ化の推進事業 （３） 補助金・助成金

「区民交流スペース」の運営 （２） 活動場所の確保 　

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

伏見区基本計画推進区民会議の運営 （１） その他

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

伏見連続講座―ふれて，しって，みて伏見―の取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見エコライフプロジェクトの取組（追加） （３） 補助金・助成金

伏見区総合防災訓練 （３） 人材の育成

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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見区区民活動支援事業 （３） 補助金・助成金

安全安心ネットワーク継続支援事業 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見区地域福祉推進のシンポジウム・講演会関係 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見をさかなにざっくばらん

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

伏見区民ふれあい事業（ふれあいプラザほか）

地域力育成支援事業「ふらっと・西京」

西京区民ふれあい事業「ふれあいまつり」他

西京区民ふれあい事業「西京魅力探訪」

まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっ
と」

洛西支所

西京区

伏見区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

伏見区 地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

ふかくさ自然環境再生ネットワーク （１） ネットワークづくり

ふかくさ自然環境再生ネットワーク （３） 補助金・助成金

ちびっこひろば利活用支援 （３） 補助金・助成金 ○

（１） ネットワークづくり

（２） 資機材の提供

（３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

五感でごはん実行委員会 （３） 補助金・助成金 ○

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）

（３） 補助金・助成金

醍醐支所 伏見区民ふれあい事業 （３） 補助金・助成金

文化財防災マイスターの養成 （３） 人材の育成 　

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

学区・町内等に対する防災指導責任者・防災指導員の
配置

（１） その他

第31回文化財防火・市民講座の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

消防の図画・ポスター・作文の募集 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

防火ふれあいコンサートの開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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

（３） 人材の育成

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

（３） 人材の育成

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。）

（３） 人材の育成

地域と事業所との防災ネットワークづくり （３） 情報提供

消防署見学・展示会の開催 （３） 人材の育成

我が家の防火診断士の養成 （３） 人材の育成

応急手当の普及啓発の実施 （３） 人材の育成

幼年・少年消防クラブの指導 （３） 人材の育成

京都学生消防サポーターの養成 （３） 人材の育成

醍醐車庫見学会の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

アートパフォーマンスin山科駅の開催 （２） 活動場所の確保

サブウェイパフォーマー事業の展開 （２） 活動場所の確保

北山駅・二条城前駅における駅ナカアート作品の掲出 （２） 活動場所の確保

鴨川運河会議 ○

消防局

身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進

交通局

深草支所

深草管内商店街・地域活性化事業

安全・ゆったり本町通の会 ○



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

「ＫＹＯＴＯ駅ナカアートプロジェクト」 （２） 活動場所の確保

市バスを京都市立芸術大学院生のデザインでラッピン
グ

（２） 活動場所の確保 ○

「京の七夕列車」，「京の七夕ＨＡＰＰＹ ＢＵＳ」の
運行

（２） 活動場所の確保

絵画列車「子どもたちの願いを乗せて」の運行 （２） 活動場所の確保

「京ちゃんバス」事業 （２） 活動場所の確保

蹴上浄水場一般公開 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

浄水場施設見学会 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

鳥羽水環境保全センター一般公開 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

下水道施設見学会 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

夏休み親子教室 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

「哲学の道」桜並木保全育成懇談会 （１） ネットワークづくり

図書館ボランティアの活動 （２） 活動場所の確保

対面朗読ボランティアの活動 （２） 活動場所の確保

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

（２） 活動場所の確保

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

ＰＴＡ指導者育成事業の実施 （３） 人材の育成

「人づくり２１世紀委員会」の取組 （１） ネットワークづくり

地域生徒指導連絡協議会の取組 （１） ネットワークづくり

「おやじの会」の実施・充実 （３） 人材の育成

「みやこ子ども土曜塾」への参加 （３） 情報提供

地元主導・地元との「共汗」による学校統合の推進 （１） その他

地域ぐるみの学校安全体制整備 （１） ネットワークづくり

体育施設開放委員会の取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

まち道場の推進 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

市民スクール21　全体集会 （３） 人材の育成

女性団体指導者研修 （３） 人材の育成

女性教育指導者研修 （３） 人材の育成

地域女性活動交流研修 （３） 人材の育成

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

（２） 活動場所の確保

生涯学習パスポートの取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定 　

上下水道局

交通局

教育委員会



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

子育て支援ボランティア養成事業の実施 （３） 人材の育成 　

総合育成支援教育ボランティア養成講座の実施 （３） 人材の育成

学校運営協議会への参画 （１） ネットワークづくり

教育委員会



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

「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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

分野別センター等のメールマガジンの充実・活用 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

DO YOU KYOTO?のホームページによる情報提供・共有 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

家族でお出かけ節電キャンペーン in Kyoto （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

身近な自然度調査事業 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

エコドライブ関連の情報提供 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

ごみ減量・分別普及啓発経費 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

環境共生と低炭素のまち・京都
（旧環境レポート）

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

公民交流セミナー （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

　

外郭団体における情報公開の推進 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

（２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

「京都市政出前トーク」の充実 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

市民公募委員サロンの実施 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京都市多文化施策懇話会ニュースレターの発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

市政情報総合案内コールセンター （１） その他

公文書目録のインターネット上での公開 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

総合企画局

３　情報の提供・公開と共有

各局区等

環境政策局

行財政局

「みやこ協働通信」の発行



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

（２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

総合企画局
各区

「市民しんぶん」の企画の充実 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」での
メールマガジン等の活用

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

消費生活総合センター事業者向け出前講座 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援ＷＥ
Ｂの開設

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

10代が作るフリーペーパー「the-keys」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

「地域コミュニティサポートセンター」の運用 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」
の運用

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「地域活動ハンドブック」の配布 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

市民活動総合センターにおけるメールマガジンの配信 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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）

（３）
出講，学習機会・課題共
有の場

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京（みやこ）・福祉の研修情報ネット （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「京都の三山を守る！森づくりニュース」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

屋外広告物総合ホームページ「京都かんばんねっと」
の開設

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

田の字地域における事業者への屋外広告物制度チラシ
のポスティング

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

「京都市屋外広告物のお知らせ」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

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)

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

中京区
まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発
行

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

南区
「南区周辺案内地図とモニターによる情報掲示板」の
運営

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

地域発！うきょう情報受発信事業 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

情報発信サポーターの運営 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

総合企画局

都市計画局

○

文化市民局

保健福祉局

「京都市統計ポータル」を利用した情報発信の充実

右京区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

西京区
まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっ
と」

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

洛西支所
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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

消防局 ＡＥＤマップの活用 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

ツイッター「すみとくんのつぶやき」 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

ラジオを活用した情報発信 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

映画ＣＭによる情報発信 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

小学生向け上下水道広報用資料（ＤＶＤ，ビデオ）の
貸出

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

広報用映像「水道と下水道のしくみ～澄都くん・ひか
りちゃんと学ぼう！～」の動画配信

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

上下水道局キッズページ （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

子ども向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの
京の水道・下水道大発見！」

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

冊子「京の上下水道」 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京都マラソンにおける水道水ＰＲ （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

水道週間街頭キャンペーン （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

下水道の日街頭キャンペーン （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

市バスラッピング広告 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

地下鉄広告 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

小学生への啓発物品の配布 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

小学生への啓発チラシの配布 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

下水道ＰＲポスター （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

上下水道モニター （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

　

鳥羽水環境保全センター一般公開 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

下水道施設見学会 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

蹴上浄水場一般公開 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

夏休み親子教室 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

秋の琵琶湖疏水明治ロマンの道ウォーク （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

上下水道局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

おいしい！大好き！京（みやこ）の水宣言 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

○

京（みやこ）の水カフェ （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

○

京の水・利き水大作戦 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

○

記念誌「琵琶湖疏水の100年」販売 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

記念誌「京都市水道百年史　資料編・叙述編」販売 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

上下水道料金制度改定議案の周知 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「京都市上下水道事業経営評価」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

「京都市上下水道事業経営評価（概要版）」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

消費税率改正による上下水道料金変更の周知 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

平成26年度当初予算編成及び当初予算案（新規充実予
定の主な事業）の公開

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

パンフレット「京からできる！親子でできる！水エコ
ライフ」

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

冊子「上下水道事業環境報告書」 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

冊子「上下水道事業環境報告書」概要版 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「水道便利袋」お渡しサービス （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

情報通信技術を活用した生涯学習の推進 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

乳幼児子育てサポート推奨事業の実施 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

教育委員会

上下水道局



局名等 新規

　

　

市民参加推進条例に基づく市民参加推進計画の実勢計画及び実施状況についての市会への報告

市民参加の取組や進捗を市民に伝えるリーフレット（みやこ協働通信）の作成

「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

４　計画を着実に進めるための推進体制

施策・事業名等

行財政局
市民協働型ファシリテーション研修

各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

総合企画局

協働の場づくり体験研修の開催

未来まちづくり１００人委員会モデルの各区での活用促進

「職員のための市民参加推進の手引き」の運用

協働連続講座の実施等市民参加を体験する機会の充実



１　市民の市政への参加の推進

局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

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

（２） その他

公の施設への指定管理者制度の導入 （５） その他

公の施設への運営協議会等の設置 （５） その他

公の施設における利用者アンケートの実施 （５） その他

企業や団体を対象にした意見聴取の実施 （５） その他

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

（５） その他 　

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

（５） その他 　

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

（５） その他 　

「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

（５） その他 　

京都市再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価会
議

（４） 会議の公開 ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「京のアジェンダ２１フォーラム」の取組の推進 （５） その他

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)

（５） 運営への参加 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都生きもの100選（仮称）の作成 （３）
アンケート，モニター調
査など

○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市自動車環境対策会議 （４） 会議の公開 　

市民向けエコドライブ教室 （５） その他 　

運輸事業者向けエコドライブ教室 （５） その他 　

京都市環境影響評価審査会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市ごみ減量推進会議の取組の推進 （５） 運営への参加 　

京都市のごみ収集業務に関するアンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

　

Ⅳ　平成２６年度各局区等における施策の実施計画

各局区等

　

京都市環境審議会

　

生物多様性保全検討部会

京都市廃棄物減量等推進審議会

地球温暖化対策推進委員会

環境政策局

京都市バイオマス活用推進会議



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

京都市ごみ収集業務評価推進会議 （４） 会議の公開 　

ボランティア美化活動助成事業 （５） その他 　

まちの美化推進住民協定事業 （５） その他 　

友・遊・美化パスポート事業 （５） その他 　

京都市まちの美化推進事業団の活動 （５） ボランティア 　

「世界の京都・まちの美化市民総行動」 （５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市廃棄物減量等推進審議会　東部山間埋立処分地
延命策検討部会

（４） 会議の公開 　

公立大学法人京都市立芸術大学評価委員会 （４） 会議の公開 　

「京都市立芸術大学移転整備構想」の策定 （５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開 　

（５） ワークショップ ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市国民保護協議会 （４） 会議の公開 　

京都市防災会議 （４） 会議の公開 　

避難所運営マニュアルの作成 （５） ワークショップ 　

観光客等帰宅困難者対策の推進 （５） ワークショップ

京都市職場探見チーム （３）
アンケート，モニター調
査など

　

窓口サービス評価・実践制度 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

住民参加型市場公募債「京都浪漫債」の発行 （５） その他 　

「だいすきっ！京都。寄付金」の周知 （５） 寄付 　

事務事業評価における市民意見申出制度の実施 （５） その他 　

京都市事務事業評価委員会 （４） 会議の公開 　

京都市事務事業評価サポーター制度 （５） ワークショップ 　

外郭団体における市民意見申出制度の実施 （５） その他 　

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） その他

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） その他

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（５） その他

市民生活実感調査（平成26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の開催

京都市産業廃棄物３Ｒ推進会議 　

環境政策局

総合企画局

行財政局

「西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会（仮称）」
の開催

京都市歴史資料館評議委員会議 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） ワークショップ

（５） その他

協働の場づくり体験研修の開催 （６） 人材育成 　

施策・事業ごとの市政への参加手法の公表 （１） その他 　

（１） その他

（２） その他

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

（２） その他

「おむすびミーティング」の実施 （３） その他 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） ワークショップ

（６） その他

市民公募委員サロンの実施 （５） ワークショップ 　

「未来まちづくり100人委員会」モデルの各区での活用
促進

（６） 人材育成 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

学生に対する市政への参加の積極的な周知 （６） 人材育成 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市山ノ内浄水場跡地活用優先交渉事業者選定員会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「下京区西部エリア活性化将来構想」（仮称）の策定 （５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

市長への手紙 （３）
アンケート，モニター調
査など

京都市国際交流会館指定管理者選定委員会 　

京都市市民憲章推進会議

京都市下京区西部エリア活性化将来構想策定委員会 ○

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 　

市民参加円卓会議 　

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議 　

京都市大学のまち交流センター指定管理者選定委員会 　

未来まちづくり１００人委員会 　

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

　

京都市市民参加推進フォーラム 　

総合企画局



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

平成26年度市政総合アンケート （３）
アンケート，モニター調
査など

市民しんぶんの企画などへの市民参加の推進 （６） 人材育成

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「真のワーク・ライフ・バランス」インターネットア
ンケート

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） ワークショップ

京都市青少年活動推進協議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市控除対象特定非営利活動法人審査委員会 （４） 会議の公開

自治会・町内会アンケートの実施 （３）
アンケート，モニター調
査など

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市いきいき市民活動センタースモールオフィス会
議

（４） 会議の公開 　

京都市町名，町界変更審議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市奨学金等返還事務監理委員会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

次期「京都市人権文化推進計画」（仮称）の策定 （５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市消費生活審議会の開催 　

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 　

京都市立浴場指定管理者選定委員会

京都市青少年活動推進協議会専門委員会 　

京都市地域コミュニティ活性化推進審議会の開催 　

京都市市民活動センター評価委員会 　文化市民局

京都市生活安全施策懇話会 　

京都市男女共同参画審議会 　

京都市共同参画社会推進施設指定管理者選定委員会

青少年モニター制度 　

総合企画局

京都市情報公開・個人情報保護審議会 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

京都市消費者教育推進計画（仮称）の策定 （５） パブリック・コメント ○

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

（５） ボランティア

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

文化ボランティア （５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都岡崎の文化的景観保存計画策定委員会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

”京都をつなぐ無形文化遺産”制度 （５） パブリック・コメント

京都を彩る建物や庭園審査会 （４） 市民公募委員 　

”京都を彩る建物や庭園”制度 （５） 名称・提案の募集 　

京都市文化財保護審議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市美術館評議員会 （４） 会議の公開

京都市動物園ボランティアーズ （５） ボランティア

元離宮二条城保存整備委員会 （４） 会議の公開 　

世界遺産・二条城一口城主募金 （５） 寄付 　

市民のスポーツに関する意識，活動調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

京都マラソンボランティア （５） ボランティア 　

京都市スポーツ振興基金への寄付募集 （５） 寄付 　

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）

（４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市大規模小売店舗立地審議会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市中央卸売市場第一市場運営協議会の開催 （４） 会議の公開 　

京都市中央卸売市場第一市場水産物部取引委員会及び
京都市中央卸売市場第一市場青果部取引委員会

（４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「京都市中央卸売市場第一市場施設整備基本計画（仮
称）」検討会議

（４） 会議の公開 ○

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検討会
の開催

　

文化市民局

京都をつなぐ無形文化遺産審査会 　

京都市文化財学習・研修施設指定管理者選定委員会

京都市スポーツ施設指定管理者選定委員会

京都市文化芸術都市創生審議会 　

京都市芸術文化施設等指定管理者選定委員会

産業観光局



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

京都市中央卸売市場第二市場運営協議会 （４） 会議の公開 　

京都市中央卸売市場第二市場取引委員会 （４） 会議の公開 　

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評価会

（４） 会議の公開 　

計量モニター制度 （５）
アンケート，モニター調
査など

　

地方独立行政法人京都市産業技術研究所評価委員会 （４） 会議の公開

スマートシティ京都研究会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（５） パブリック・コメント

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都観光サポーター制度 （５） ボランティア 　

京都まちなか観光案内所，京都えきなか観光案内所 （２） その他 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市フィルムコミッション事業に関するアドバイ
ザー会議

（４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市福祉有償運送運営協議会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市精神保健福祉審議会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市自殺総合対策連絡協議会 （４） 会議の公開

京都市障害者自立支援協議会 （４） 会議の公開

京都市障害者就労支援推進会議 （４） 会議の公開

ほほえみ広場2014 （２） その他

自死遺族支援のための府民・市民シンポジウム （５） 公聴会

京都市保健福祉局指定管理者選定委員会

京都市障害者施策推進審議会

京都市地域福祉推進委員会

京都市みやこユニバーサルデザイン審議会

京都市観光振興審議会

木の文化を具体化する推進会議 　

京都市社会福祉審議会

京都市営保育所移管先選定等委員会

京都市ライフイノベーション推進戦略（仮称）の策定 ○

保健福祉局

産業観光局



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

精神障害者バレーボール京都市大会 （５） その他

障害者虐待防止シンポジウム （２） 公聴会

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） 公聴会

京都市子ども・子育て支援事業計画及び「京都市未来
こどもプラン」の次期プランの策定

（５） パブリック・コメント ○

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の制定

（５） パブリック・コメント ○

「第6期京都市民長寿すこやかプラン中間報告（案）」
に関する市民意見募集

（５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

市民すこやかフェア （５） その他

介護相談員派遣等事業 （５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市動物愛護推進会議 （４） 会議の公開 　

平成27年度京都市食品衛生監視指導計画（案） （５） パブリック・コメント

京都市民健康づくり推進会議 （４） 会議の公開

動物愛護事業推進基金 （５） 寄付

京都動物愛護憲章（仮称）制定 （５） パブリック・コメント ○

京都市医療施設審議会 （４） 会議の公開

京都市地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会 （４） 会議の公開

（５） 名称・提案の募集

（５） ボランティア

京都子どもネットワーク連絡会議 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

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

（６） 人材育成

「らくなん進都」まちづくりの取組方針検討会議 （４） 会議の公開 　

「らくなん進都」まちづくりの取組方針（案） （５） パブリック・コメント ○

お風呂屋さんサポーター制度 　

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 　

京都市高齢者施策推進協議会（京都市地域包括支援セ
ンター運営協議会）

京都市保健所運営協議会（同協議会の部会である各区
の保健センター運営協議会を含む。）

京都市子ども・子育て会議

京都市食の安全安心推進審議会 　

　

京都市子ども・子育て会議市民フォーラム 　

京都市国民健康保険運営協議会

保健福祉局

都市計画局



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

らくなん進都整備推進協議会の開催 （５） 運営への参加 　

空き家活用モデル事業審査委員会（仮称）の開催 （４） 会議の公開 　

京都市都市計画審議会 （４） 会議の公開 　

京都市土地利用調整審査会 （４） 会議の公開 　

「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条
例」の改正

（５） パブリック・コメント ○

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

先斗町町並み調査事業 （３）
アンケート，モニター調
査など

京都市美観風致審議会 （４） 会議の公開 　

京都市景観審査会 （４） 会議の公開 　

京都市歴史まちづくり推進会議 （４） 会議の公開

京都市開発審査会 （４） 会議の公開 　

京都市景観デザイン会議 （５） 運営への参加 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（５） 運営への参加

京都景観賞審査委員会 （４） 市民公募委員

京都市建築審査会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開 　

（５） その他

京都市交通バリアフリー推進会議 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（５） パブリック・コメント

（５） ワークショップ

（４） 会議の公開

（５） パブリック・コメント

（５） ワークショップ

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

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進 （３）
アンケート，モニター調
査など

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

「歩いて楽しいまちなか戦略」推進会議 （４） 会議の公開

京都市タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議 （４） 会議の公開

「歩いて楽しい東大路」における歩行空間の創出 （４） 会議の公開 　

京都市建築物安心安全実施計画推進会議

桃山地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡
会議

　

阪急嵐山・松尾大社・上桂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」推進会議 　

京都市駅周辺等にふさわしい都市機能検討委員会

京都市景観市民会議 　

都市計画局



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

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

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

楽只・鷹峯団地再生プロジェクト （５） ワークショップ ○

八条市営住宅団地再生計画 （５） ワークショップ ○

崇仁地区における住環境整備事業 （５） ワークショップ 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市公共事業評価委員会 （４） 会議の公開 　

京都市京都高速道路検証専門委員会 （４） 会議の公開 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

廃自動車認定等委員会 （４） 会議の公開 　

放置自転車を防止し美しい町をつくる会（太秦） （５） 運営への参加

放置自転車を防止し美しい町をつくる会（中書島） （５） 運営への参加

都心部の放置自転車をなくす会 （５） 運営への参加

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

四季の花ストリート事業（スポンサー花壇） （５） ボランティア 　

京都市街路樹サポーター制度 （５） ボランティア 　

都市公園整備事業 （５） ワークショップ 　

京都市稲荷山トンネル安全対策委員会 （４） 会議の公開 　

北区民まちづくり会議 （４） 会議の公開

「お客様の声」投稿箱の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

憲法月間街頭啓発 （５） 運営への参加 　

人権啓発作品展 （５） 運営への参加 　

北区「人権のつどい」 （５） 運営への参加 　

北区つながるワークショップ （５） ワークショップ 　

「柊野地域における公共交通利用促進会議」運営事務 （５） ワークショップ

京都市上京区基本計画推進会議 （４） 会議の公開

京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会 （４） 会議の公開

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

憲法月間「街頭啓発」，「映画のつどい」 （５） 運営への参加 　

京都市都市緑化審議会 　

北区

京都市上京区まちづくり円卓会議

京都市住宅審議会 　

建設局指定管理者選定等委員会 　

京都市自転車等駐車対策協議会 　

都市計画局

建設局

上京区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

上京区 人権月間「街頭啓発」，「講演つどい」 （５） 運営への参加 　

「区長へのお便りメール」，「区長へのお便りボック
ス」の設置

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

地域活性化プロジェクト「左京×学生」縁ねっと （５） ボランティア 　

みんなでつくる左京朝カフェ （５） ワークショップ 　

左京区まちづくり活動支援交付金 （４） 市民公募委員 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

京都市左京区まちづくり活動支援交付金審査会 （４） 市民公募委員

左京区内の伝統行事の保存継承 （３） 人材育成 　

憲法月間　街頭啓発 （５） 運営への参加 　

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

（５） 運営への参加 　

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

（５） 運営への参加 　

高齢者にやさしい店事業 （５） その他 　

中京マチビトCafe （５） ワークショップ 　

中京区基本計画推進委員会の運営 （４） 会議の公開 　

中京区民まちづくり支援事業審査委員会 （４） 会議の公開

中京区自主防災活動連絡会幹事の中京区防災会議参画 （５） 運営への参加 ○

憲法月間「街頭啓発」，「人権パネル展」 （５） 運営への参加

人権強調月間「こどもふれあいコンサート」 （５） 運営への参加

「人権施設見学会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「街頭啓発パレード」 （５） 運営への参加 　

「人権講演会」 （５） 運営への参加 　

小・中学生人権啓発書初め展 （５） 運営への参加 　

中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援事業 （５） 運営への参加 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

まちづくりカフェ＠東山 （５） ワークショップ 　

（５） ワークショップ

（６） 人材育成

（６） 人材育成

（５） その他

つながる防災コミュニティ事業 (２) その他 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

山科区民まちづくり会議の開催 　

東山区

「東山の未来」区民会議

山科区

京都市次代の左京まちづくり会議 　

人権研修リーダー育成講座 　

人権学習ツアー 　

中京区

左京区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

憲法月間「人権啓発リーダー研修会」，街頭啓発 （６） 人材育成 　

人権月間「山科区人権のつどい」，街頭啓発，人権啓
発ポスター展

（６） 人材育成 　

地域健康づくりグループ育成事業 （６） 人材育成 　

京都市下京区民まちづくり会議 （４） 会議の公開

京都市下京区区民が主役のまちづくりサポート事業審
査会

（４） 会議の公開

「皆様の声」箱の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

下京・町衆倶楽部 （５） ワークショップ

京都駅前周辺「放置自転車等防止啓発活動」 （５） 運営への参加

憲法月間街頭啓発と「人権を考えるつどい」 （５） 運営への参加

環境月間 （５） 運営への参加

人権月間「講演会」 （５） 運営への参加

南区選挙サポーター制度 （６） 人材育成

憲法月間「街頭啓発」 （５） 運営への参加 　

人権強調月間「人権映画鑑賞会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「心のふれあいみんなの広場講演会」 （５） 運営への参加 　

人権月間「街頭啓発」 （５） 運営への参加 　

「市民しんぶん南区版」区民モニター （３）
アンケート，モニター調
査など

　

区制６０周年記念「だいすきっ！南区。マンガ記念誌
（仮称）」の発行

（５） 運営への参加 ○

南区子育て支援ルームの運営 （５） ボランティア

右京区まちづくり区民会議(全体会議） （５） ワークショップ 　

「市民しんぶん右京区版」情報発信サポーター （３）
アンケート，モニター調
査など

　

地域発！うきょう情報受発信事業 (２) その他

「平成26年度　右京区運営方針」についての意見・提
案募集

（３）
アンケート，モニター調
査など

小・中学生による人権啓発ポスター展 （６） 人材育成

ジュニア円卓会議 （６） 人材育成

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

地域力育成支援事業「ふらっと・西京」 （５） ワークショップ

西京区民ふれあい事業 （５） 運営への参加 　

西京区
洛西支所

「西京区役所・洛西支所ご意見箱」の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

（５） パブリック・コメント

（５） ワークショップ

憲法月間「西京区民映画のつどい」 （５） 運営への参加 　

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

（２） その他

西京区

西京まちづくり区民会議の運営 　

大原野「地域ブランド」戦略の策定 　

南区

山科区

下京区

洛西支所

右京区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

伏見をさかなにざっくばらん （５） ワークショップ 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

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

（５） 運営への参加

伏見区人権啓発推進協議会公開研修会 （５） 運営への参加

ふしみ人権の集い，学習会 （５） 運営への参加

街頭啓発，人権啓発ポスター・標語展，人権を考える
講演会

（５） 運営への参加

久我・久我の杜・羽束師地域におけるモビリティ・マ
ネジメントの推進

（５） ワークショップ

醍醐支所 醍醐ふれあいプラザ人権ブース （３）
アンケート，モニター調
査など

　

人事委員会 京都市職員採用試験への民間面接官の起用 （５） その他 　

文化財市民レスキュー体制の育成指導 （５） 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 （５） ワークショップ 　

自主防災上級研修 （５） ワークショップ 　

我が家の防火診断士の養成 （５） ワークショップ 　

少年消防クラブの指導 （５） ワークショップ 　

京都学生消防サポーターの養成 （５） ワークショップ 　

「お客様の声」設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

京都市交通局指定管理者選定等委員会 （４） 審議会等の公開

「久我・久我の杜・羽束師地域」におけるモビリティ
マネジメントの取組を通じた市バスの利用促進

（５） ワークショップ

「柊野地域における公共交通利用促進会議」の取組を
通じた市バスの利用促進

（５） ワークショップ

春季・秋季の観光シーズンにおける英語・中国語によ
る交通案内ボランティア活動の実施

（５） ボランティア

「バスの駅南太秦」における地域主体の「バスの駅」
駅長及びサポーター活動

（５） その他 ○

「京都市未来まちづくり１００人委員会」による地下
鉄便利マップ「ドアちか」の掲出・配布

（５） その他

上下水道局公式サイト「ご意見メール」 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

蹴上浄水場一般公開における来場者アンケート （３）
アンケート，モニター調
査など

鳥羽水環境保全センター一般公開における来場者アン
ケート

（３）
アンケート，モニター調
査など

（３）
アンケート，モニター調
査など

（５） ワークショップ

（６） 人材育成

鳥羽水環境保全センター一般公開 （６） 人材育成

蹴上浄水場一般公開 （６） 人材育成

おいしい！大好き！京（みやこ）の水宣言 （６） 人材育成

上下水道モニター上下水道局

伏見区基本計画推進区民会議の運営 　

伏見区区民活動支援事業審査会の開催 　

消防局

　

交通局

伏見区



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

京（みやこ）の水カフェ （６） 人材育成

京の水・利き水大作戦 （６） 人材育成

上下水道広報用資料（ＤＶＤ，ビデオ）の貸出 （６） 人材育成

広報用映像「水道と下水道のしくみ～澄都くん・ひか
りちゃんと学ぼう！～」の動画配信

（６） 人材育成

上下水道局キッズページ （６） 人材育成

上下水道局子ども向け環境教育サイトの開設 （６） 人材育成 ○

子ども向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの
京の水道・下水道大発見！」

（６） 人材育成

冊子「京の上下水道」 （６） 人材育成

小学生への啓発物品の配布 （６） 人材育成

小学生への啓発チラシの配布 （６） 人材育成

夏休み親子教室 （６） 人材育成

下水道施設見学会 （６） 人材育成

秋の琵琶湖疏水明治ロマンの道ウォーク （６） 人材育成

水道週間街頭キャンペーン （６） 人材育成

下水道の日街頭キャンペーン （６） 人材育成

ミスト事業に係るアンケートの実施 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員の在籍

投函箱「お客さまの声を上下水道局へ」の設置 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

各区ふれあいまつり，市民ふれあいステージ，京都学
生祭典等イベントにおけるアンケート調査

（３）
アンケート，モニター調
査など

　

水道使用水量等実態調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

「哲学の道」桜並木保全育成懇談会 （２） その他 　

浄水場施設見学会 （６） 人材育成 　

打ち水大作戦 （２） その他 　

学校運営協議会及び学校評価に関する検証委員会 （４） 市民公募委員の在籍

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

（４） 会議の公開

京都市教育委員会野外活動施設指定管理者選定委員会 （４） 会議の公開

京都知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定
委員会

（４） 会議の公開

京都市子ども安全会議 （４） 会議の公開

「子どもを共に育む『親支援』プログラム」プロジェ
クト会議

（４） 会議の公開

総合育成支援教育の今後のあり方に関する会議 （４） 会議の公開 　

総合育成支援教育ボランティアの活動 （５） 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実施 （６） 人材育成 　

上下水道局

教育委員会

京都市上下水道事業経営審議委員会 　



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

モノづくり学習支援員（京モノレンジャー）の活動 （５） ボランティア 　

スチューデント・ファイナンスパーク学習の推進 （６） 人材育成

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

（５） ボランティア 　

「歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定」推進プ
ロジェクト会議

（４） 会議の公開

京都市放課後対策事業検討会議 （４） 会議の公開

地域教育サポーターの活動 （５） ボランティア

子どもを共に育む「親支援」プログラムの支援者とし
ての活動

（５） ボランティア

子どもを取り巻く緊急課題語り部養成講座 （６） 人材育成

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

（５） ボランティア 　

京都市ＰＴＡフェスティバルへの参加 （６） 人材育成 　

「みやこ子ども土曜塾１０周年記念オリジナルトラ
フィカ京カード」デザインの募集

（５） 名称・提案の募集 ○

「学生ボランティア」学校サポート事業 （５） ボランティア 　

学校安全ボランティアの活動 （５） ボランティア 　

成人の日記念式典への参加 （６） 人材育成 　

親と子のこころの電話相談員の活動 （５） ボランティア 　

博物館ふれあいボランティアの活動 （５） ボランティア 　

（４） 会議の公開 　

（４） 市民公募委員

京都市生涯学習市民フォーラム事業への参加 （５） その他 　

教育実践功績表彰 （４） 会議の公開 　

学校歴史博物館アンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

青少年科学センターアンケート調査 （３）
アンケート，モニター調
査など

　

青少年科学センター「サイエンスコミュニケーター」
の活動

（５） ボランティア 　

青少年科学センター「子育てボランティア」の活動 （５） ボランティア 　

こどもみらい館子育て支援ボランティアの活動 （５） ボランティア 　

市立学校芝生化維持・管理ボランティアの活動 （５） ボランティア

土曜学習ボランティアの活動 （５） ボランティア

学校図書館ボランティアの活動 （５） ボランティア

日本料理に学ぶ食育カリキュラム推進事業ボランティ
アの活動

（５） ボランティア

京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選
定委員会

○

京都市図書館協議会 　

京都市社会教育委員会議の開催

教育委員会



局名等 主な施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（６）

市民参加手法 新規

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

学校支援ボランティアの活動 （５） ボランティア

学校運営協議会への参画 （５） 運営への参加

学校評議員の活動 （５） 運営への参加

学校評価システム （５） その他

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

（５） ボランティア 　

児童・生徒及び保護者に対する通訳ボランティアの活
動

（５） ボランティア 　

（４） 会議の公開

（４） 市民公募委員

平安京創生館 （５） ボランティア 　

教育委員会
産業観光局

キャリア教育の推進 （６） 人材育成

学校給食における「和食」の検討会議 ○

京都市視聴覚センター運営委員会 　



２　市民のまちづくり活動の活性化

局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

「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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

「エコ学区」事業の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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）

（３） 人材の育成

こどもエコライフチャレンジ推進事業の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

京都市市民協働発電制度 （３） その他

DO YOU KYOTO?クレジット制度 （３） その他

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

（３） 相談・専門家の派遣

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

京の生きものホットスポット調査事業 （２） 活動場所の確保 ○

（２） 活動場所の確保 ○

（３） 人材の育成 ○

（３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

ボランティア美化活動助成事業 （２） 資機材の提供

まちの美化推進住民協定事業 （２） 活動場所の確保

友・遊・美化パスポート事業 （２） 活動場所の確保

京都市まちの美化推進事業団の活動 （２） 活動場所の確保

「世界の京都・まちの美化市民総行動」 （２） 活動場所の確保

使用済てんぷら油回収 （３） 補助金・助成金

コミュニティ回収の推進 （３） 補助金・助成金

落ち葉等堆肥化活動助成 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

京都市シェイクアウト訓練の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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）

（３） その他

各局区等

環境政策局

行財政局

京都市総合防災訓練の実施

京の生きもの・文化協働再生プロジェクト ○

自然観察会の開催 ○

生物多様性保全活動登録制度（仮称）の創設

「京・生きものミュージアム（仮称）」ポータルサイ
トの開設

○



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 情報提供

「協働の日（仮称）」の創設に向けた取組の検討・実
施

（１） ネットワークづくり 　

「市政出前トーク」の充実 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

（２） 資機材の提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

（３） 相談・専門家の派遣

（３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

「学まちコラボ事業（大学地域連携・創造支援事
業）」の実施

（３） 補助金・助成金

下京区西部エリアの活性化推進事業 （１） ネットワークづくり

官民地域連携による岡崎地域の魅力づくりの推進 （１） ネットワークづくり

京都市男女共同参画市民会議の取組 （１） ネットワークづくり

配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議 （１） ネットワークづくり

ＤＶ被害者支援インストラクター活用事業 （３） 人材の育成

（２） 活動場所の確保

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

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)

（３） 人材の育成 　

「地域コミュニティサポートセンター」の運用 （３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

「地域活動ハンドブック」の配布 （３） 情報提供

まちづくりアドバイザーの派遣 （３） 相談・専門家の派遣

総合企画局

行財政局

文化市民局

避難所運営マニュアルの作成 　

未来まちづくり１００人委員会

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・協働促進啓発事業

「輝く学生応援プロジェクト」の実施

「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

「輝く学生応援プロジェクト」の実施

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

青少年活動センターの運営 　



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（２） 活動場所の確保

（３） 補助金・助成金

「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」
の運用

（３） 情報提供

先進的な取組事例等を共有するシンポジウムの開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

（３） 人材の育成

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

（３） その他

市民活動団体等への活動の場の提供 （２） 活動場所の確保

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

地域のリーダーを育成する取組の推進 （３） 人材の育成

市民活動に関する各種講座の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

ＮＰＯ法人活動資金融資利子助成制度の創設 （２） その他

「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

（３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

市民活動に関する助成金情報の収集・提供 （３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

（２） 資機材の提供

（３） 補助金・助成金

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

「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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

スポーツしたい！支えたい！つながりたい！事業 （３） 情報提供

京都市ライフイノベーション推進戦略（仮称）の策定 （３） 情報提供 ○

京都観光サポーター制度 （１） ネットワークづくり

保勝会事業補助 （３） 補助金・助成金

地域と事業所とのマッチングによる地域連携観光の推
進

（３） 補助金・助成金 ○

京都市ソーシャルビジネス支援事業 （３） 人材の育成

京の川の恵みを活かす事業 （１） ネットワークづくり

（２） 資機材の提供

（３） 補助金・助成金 ○

文化市民局

集会所新築等補助の実施

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

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

地域団体とＮＰＯ法人の連携促進事業

産業観光局

学区の安心安全ネット継続応援事業

「くらしのみはりたい」の募集

多面的支払交付金（旧　農地・水・環境保全向上対
策）



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

市民と耕す農業支援事業の推進 （３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（２） 活動場所の確保

（３） 情報提供

（３） 補助金・助成金

（３） 人材の育成

合併記念の森復活プロジェクト （２） 活動場所の確保

人にやさしいサービス宣言 （３） 情報提供

みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰 （３） 人材の育成

映画のユニバーサル上映支援 （３） 補助金・助成金

市民（消費者）へのユニバーサルデザイン啓発 （３） 情報提供

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（２） 活動場所の確保

（３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

高齢者仲間づくり支援事業 （１） ネットワークづくり

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

（３） 補助金・助成金

老人クラブ補助等事業 （３） 補助金・助成金

老人クラブハウス助成事業 （３） 補助金・助成金

（２） 活動場所の確保

（３） 補助金・助成金

食育指導員養成事業 （３） 人材の育成

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

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

（３） 人材の育成

京都動物愛護センター（仮称）に係るボランティアス
タッフの募集

（３） 人材の育成

子どもを共に育む京都市民憲章の広報啓発 （３） 情報提供

（３） 人材の育成

（３） 情報提供

産業観光局

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）

「伝統文化の森」推進事業

四季・彩りの森復活プロジェクト

一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業

高齢者の居場所づくり支援事業

保健福祉局
教育委員会 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

保健福祉局

各区こころのふれあいネットワークの取組



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

歩いて暮らせるまちづくり構想の推進 （１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

京都市景観・まちづくりセンターの運営 （２） 活動場所の確保

景観まちづくり大学の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

景観・まちづくり相談 （３） 相談・専門家の派遣

まちづくり専門家の派遣 （３） 相談・専門家の派遣

まちづくり活動助成 （３） 補助金・助成金

京町家まちづくりファンドによる京町家改修助成 （３） 補助金・助成金

景観・まちづくりシンポジウム （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１）

（２）

（３）

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

地域景観づくり協議会 （２） その他

景観形成推進事業 （３） その他

（３） 情報提供

（３） 人材の育成

（２） 活動場所の確保

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

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

（２） 資機材の提供

（３） 人材の育成

（３） その他

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進 （３） 情報提供

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

　

（２） 資機材の提供 　

（３） 情報提供 　

（２） 資機材の提供

（３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

都市計画局

北区

建設局

まちづくりに係る調査・企画・支援事業

密集市街地における防災まちづくりの推進 その他 　

地域連携型空き家流通促進事業

景観顕彰制度

三山森林景観保全・再生ガイドラインの推進

屋外広告物適正表示宣言事業所認証制度

京都市建築協定連絡協議会の活動支援

公園愛護協力会制度

北区つながるワークショップ

四季の花ストリート事業（スポンサー花壇）



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（１） ネットワークづくり

（２） 活動場所の確保

北区民まちづくり会議の運営等 （３） 情報提供

北区民まちづくり提案支援事業 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

北区イベントのエコ化推進事業 （３） 補助金・助成金

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業 （３） 情報提供

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

コミュニティラジオ開局に向けた検討調査 （１） ネットワークづくり ○

北区総合防災訓練 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

（３） 人材の育成

上京区民まちづくり活動支援事業 （３） 補助金・助成金 　

新庁舎開庁記念イベント支援事業 （３） 補助金・助成金

地域が繋がる「絆」事業 （１） ネットワークづくり

上京魅力発信事業 （１） ネットワークづくり

上京区民ふれあい事業 （１） ネットワークづくり

上京区イベント等のエコ化推進事業 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

「みんなで空き家対策を考えよう」事業 （１） ネットワークづくり

上京の子どもまつり２０１4 （１） ネットワークづくり

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

（１） ネットワークづくり

上京区ふくしをなんでもしっとこ講座 （１） ネットワークづくり

上京区くらしの安心安全学区活動支援事業 （１） ネットワークづくり

大学と協働した健康づくりの推進 （１） ネットワークづくり

地域健康づくりグループの育成 （３） 人材の育成

こころのふれあいネットワーク事業の実施 （１） ネットワークづくり

左京区まちづくり活動支援交付金 （３） 補助金・助成金

みんなでつくる左京朝カフェ （１） ネットワークづくり

左京の自然を愛でるプロジェクト～チマキザサの再生
を左京から

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

北区

左京区

上京区

北区　地域と大学つながるネット

北区民ふれあい事業

「柊野地域における公共交通利用促進会議」運営事務

地域健康づくりグループ育成事業

「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

左京区総合防災訓練の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

久多地域の支え合い・助け合いのまちづくり （１） ネットワークづくり

左京区民ふれあい事業（左京区民ふれあいまつり2014
他6事業予定）の取組

（３） 補助金・助成金

イベント等のエコ化推進事業（左京区民ふれあいまつ
り2014に係る環境啓発）の取組

（３） 補助金・助成金

安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

北部地域の古民家活用ネットワーク事業 （１） ネットワークづくり 　

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

中京区基本計画推進委員会の運営 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

中京マチビトCafe （１） ネットワークづくり

京都みつばちガーデン推進プロジェクト （１） ネットワークづくり

まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発
行

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

中京区総合防災訓練 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

中京べビーズサポートマーケットプロジェクト （１） ネットワークづくり ○

地域による避難所づくり強化プロジェクト事業 （６） その他

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

中京区民ふれあい事業（ふれあいまつり他3件） （３） 補助金・助成金

イベント等のエコ化の推進事業 （３） 補助金・助成金

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

中京区民まちづくり支援事業 （３） 補助金・助成金

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

中京こころのふれあいネットワーク事業の実施 （３） ネットワークづくり

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

東山区まちづくり支援事業 （３） 補助金・助成金

つながる防災コミュニティ事業 （２） その他

東山観光支援コミュニティ （３） 補助金・助成金

東山区民ふれあいひろば （３） 補助金・助成金

左京区

東山区

防災対策を通じた地域コミュニティの強化モデル事業

左京こころのふれあいネットワーク

中京区

中京区まちづくり仕掛け人養成講座

まちなか緑化推進プロジェクト

まちづくりカフェ＠東山



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

地域の安心安全ネットワーク継続応援事業 （３） 補助金・助成金

地域健康づくりグループの育成 （３） 人材の育成

山科区民まちづくり会議の開催 （１） ネットワークづくり

山科感動ツーリズム推進事業 （１） ネットワークづくり

やましなＧＯＧＯカフェの運営 （１） ネットワークづくり ○

やましなカレッジの開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

○

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

第６回「京都・やましな観光ウィーク」の実施 （２） 活動場所の確保

山科区総合防災訓練 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

ふれあい事業の取組 （３） 補助金・助成金

花と緑のまちづくりサポーター（山科区フラワーロー
ド事業）

（２） 活動場所の確保

“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

（２） 活動場所の確保

2万人まち美化作戦の取組 （２） 資機材の提供

山科区エコアクションNo1宣言の取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

エコ学区事業の推進 （２） その他

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

大好き！やましな魅力発信プラットフォーム （１） ネットワークづくり

地域力アップ応援事業 （３） 情報提供

下京歩歩（ぽっぽ）塾 （１） ネットワークづくり 　

　 下京・町衆倶楽部事業 （１） ネットワークづくり

　
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）

（３） 補助金・助成金

　 下京区基本計画進捗管理事業 （３） 情報提供

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）

（３） 補助金・助成金

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）

（３） 補助金・助成金

下京区総合防災訓練の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

学区の安心安全ネット継続応援事業 （３） 補助金・助成金

環境月間 （２） 資機材の提供

区民提案型まちづくり支援事業 （３） 補助金・助成金 　

いざという時のための安心安全の情報共有 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

地域健康づくりグループ育成事業 （２） 活動場所の確保

下京こころのふれあいネットワーク事業の実施 （１） ネットワークづくり

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

下京区

東山区

南区

山科区

やましなＹ級グルメ第２弾～山科野菜もっと広め隊事
業～

地域防災力強化「体験型研修」事業
（南区総合防災訓練）



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

南区民ふれあい事業の取組（南区民ふれあいまつり
等）

（３） 補助金・助成金

南区基本計画推進組織（南区まちづくり推進会議）の
運営

（１） ネットワークづくり

みなみ力で頑張る！区民応援事業 （３） 補助金・助成金

地域力（みなみ力）パワーアップ事業 （３） 情報提供

南区企業の“知”活用促進事業 （１） ネットワークづくり

南区子育て支援ルームの運営 （１） ネットワークづくり

子育てイベント「親子みんなでつながろう」 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

南区民健康づくり推進事業 （１） 人材の育成

こころのふれあいネットワーク事業 （１） ネットワークづくり

花の町運動 （３） 補助金・助成金

右京区まちづくり区民会議（全体会議） （１） ネットワークづくり

右京区まちづくり支援制度 （３） 補助金・助成金

まちづくりキャンバス＠右京 （５） ワークショップ

右京区まちづくり大学リレー講座 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

右京区大学地域連携パワーアップ事業 （１） ネットワークづくり

右京学生まちづくりネットワーク （１） ネットワークづくり

右京区民まちづくり交流拠点 （２） 活動場所の確保

右京の観光再発見・発信プロジェクト （１） ネットワークづくり ○

右京区学生選挙サポーター （３） 人材の育成 　

安心安全ネット継続応援事業 （２） 補助金・助成金

右京区総合防災訓練の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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）

（３） 補助金・助成金

イベント等のエコ化の推進事業 （３） 補助金・助成金

自治会・町内会“ス・テ・キ”プロジェクト （３） 人材の育成

サンサ健康広場 （２）
自主的な活動を始めるた
めの環境づくり

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

右京こころのふれあいネットワーク （１） ネットワークづくり

おやこ井戸端広場 （１） ネットワークづくり

花降る里けいほくプロジェクト実行委員会 （３） その他

西京区総合防災訓練の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

　

「あなたの地域に防災の出前いたします」の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

○

「西京防災塾～かけがえのない命を守る連続講座～」
の開催

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

西京まちづくり区民会議の運営 （１） ネットワークづくり

右京区

南区

西京区



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 情報提供

西京区地域力サポート事業 （３） 補助金・助成金

（２） 活動場所の確保

（３） 人材の育成

（３） 補助金・助成金

（３） 情報提供

（３） 人材の育成

（２） 活動場所の確保

（２） 資機材の提供

（２） その他

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

西京区イベント等のエコ化の推進事業 （３） 補助金・助成金

「区民交流スペース」の運営 （２） 活動場所の確保 　

（１） ネットワークづくり

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

伏見区基本計画推進区民会議の運営 （１） その他

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

伏見連続講座―ふれて，しって，みて伏見―の取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見エコライフプロジェクトの取組（追加） （３） 補助金・助成金

伏見区総合防災訓練 （３） 人材の育成

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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見区区民活動支援事業 （３） 補助金・助成金

（１） ネットワークづくり

（３） 人材の育成

横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の運営 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

伏見区地域福祉推進のシンポジウム・講演会関係 （３）
情報・知識を得る機会の
提供

地域健康づくりグループ育成事業 （３） 人材の育成

西京区

伏見区

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「ふらっと・西京」

西京区民ふれあい事業「ふれあいまつり」他

西京区民ふれあい事業「西京魅力探訪」

洛西支所 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

伏見区民ふれあい事業（ふれあいプラザほか）

伏見をさかなにざっくばらん



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

（１） ネットワークづくり

（３） 補助金・助成金

深草暮らしの交流サロン運営委員会 （１） ネットワークづくり

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

（１） ネットワークづくり

（３） 相談・専門家の派遣

五感でごはん実行委員会 （３） 補助金・助成金

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）

（３） 補助金・助成金

アニメを活用した地域活性化 （３） 補助金・助成金 ○

醍醐支所
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）

（３） 補助金・助成金

平成27年京都市消防出初式 （１） ネットワークづくり

第32回文化財防火・市民講座の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

文化財防火サマースクール （２）
情報・知識を得る機会の
提供

○

文化財防災マイスターの養成 （３） 人材の育成

自主防災活動活動助成金 （３） 補助金・助成金

地域と事業所との防災ネットワークづくり （１） ネットワークづくり

消防の図画・ポスター・作文の募集 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

高齢者等のための安心アドバイザーの養成 （３） 人材の育成 　

自主防災上級研修 （３） 人材の育成 　

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

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

我が家の防火診断士の養成 （３） 人材の育成

消防署見学・展示会の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

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。）

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

応急手当の普及啓発の実施 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

救急フェスタ （２）
情報・知識を得る機会の
提供

防火ふれあいコンサートの開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

幼年・少年消防クラブの指導 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

京都学生消防サポーターの養成 （３） 人材の育成

醍醐車庫見学会の開催 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

アートパフォーマンスin山科駅の開催 （２） 活動場所の確保

サブウェイパフォーマー事業の展開 （２） 活動場所の確保

北山駅・二条城前駅における駅ナカアート作品の掲出 （２） 活動場所の確保

「ＫＹＯＴＯ駅ナカアートプロジェクト」 （２） 活動場所の確保

深草支所

交通局

ふかくさ自然環境再生ネットワーク

消防局

安全・ゆったり本町通の会の実施 　

鴨川運河会議



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

支援内容 新規

「京の七夕列車」，「京の七夕ＨＡＰＰＹ ＢＵＳ」の
運行

（２） 活動場所の確保

絵画列車「子どもたちの願いを乗せて」の運行 （２） 活動場所の確保

「京ちゃんバス」事業 （２） 活動場所の確保

蹴上浄水場一般公開 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

浄水場施設見学会 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

鳥羽水環境保全センター一般公開 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

下水道施設見学会 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

夏休み親子教室 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

「哲学の道」桜並木保全育成懇談会 （１） ネットワークづくり

図書館ボランティアの活動 （２） 活動場所の確保

対面朗読ボランティアの活動 （２） 活動場所の確保

モノづくり学習支援員（京モノレンジャー）の活動 （２） 活動場所の確保

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

（２） 活動場所の確保

（２）
情報・知識を得る機会の
提供

（３） 人材の育成

ＰＴＡ指導者育成事業の実施 （３） 人材の育成

「人づくり２１世紀委員会」の取組 （１） ネットワークづくり

地域生徒指導連絡協議会の取組 （１） ネットワークづくり

「おやじの会」の実施・充実 （３） 人材の育成

「みやこ子ども土曜塾」への参加 （３） 情報提供

地元主導・地元との「共汗」による学校統合の推進 （３） 情報提供

地域ぐるみの学校安全体制整備 （１） ネットワークづくり

体育施設開放委員会の取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

まち道場の推進 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

市民スクール21　全体集会 （３） 人材の育成

女性団体指導者研修 （３） 人材の育成

女性教育指導者研修 （３） 人材の育成

地域女性活動交流研修 （３） 人材の育成

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

（２） 活動場所の確保

生涯学習パスポートの取組 （２）
情報・知識を得る機会の
提供

子育て支援ボランティア養成事業の実施 （３） 人材の育成 　

学校運営協議会への参画 （１） ネットワークづくり

上下水道局

教育委員会

歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定 　

交通局



３　情報の提供・公開と共有

局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

「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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「市民参加カレンダー」による市民参加情報の提供 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

分野別センター等のメールマガジンの充実・活用 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

DO YOU KYOTO?のホームページによる情報提供・共有 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

家族でお出かけ節電キャンペーン in Kyoto （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

身近な自然度調査事業 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

ポータルサイトの開設 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

エコドライブ関連の情報提供 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

ごみ減量・分別普及啓発経費 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

行財政局 外郭団体における情報公開の推進 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

（２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

「京都市政出前トーク」の充実 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

市民公募委員サロンの実施 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京都市多文化施策懇話会ニュースレターの発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

市政情報総合案内コールセンター （１） その他

公文書目録のインターネット上での公開 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

総合企画局
各区

「市民しんぶん」の企画の充実 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「みやこ協働通信」の発行

環境政策局

各局区等

総合企画局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」での
メールマガジン等の活用

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

消費生活センター事業者向け出前講座 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援ＷＥ
Ｂの運営

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

10代が作るフリーペーパー「the-keys」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

「地域コミュニティサポートセンター」の運用 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

「自治会・町内会＆ＮＰＯおうえんポータルサイト」
の運用

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「地域活動ハンドブック」の配布 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

市民活動総合センターにおけるメールマガジンの配信 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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）

（３）
出講，学習機会・課題共
有の場

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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京（みやこ）・福祉の研修情報ネット （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

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)

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）の推進 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

中京区
まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」の発
行

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

南区
「南区周辺案内地図とモニターによる情報掲示板」の
運営

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

地域発！うきょう情報受発信事業 （１）
情報提供・公開における
手法の充実

情報発信サポーターの運営 （１）
情報提供・公開における
手法の充実

西京区
まちづくり活動団体情報バンク「にしきょう・ねっ
と」

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

洛西支所
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

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

消防局 ＡＥＤマップの活用 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

交通局 子ども向け公共交通ガイドブックの発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

ツイッター「すみとくんのつぶやき」 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

ラジオを活用した情報発信 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

映画ＣＭによる情報発信 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

保健福祉局

都市計画局

右京区

文化市民局

上下水道局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

上下水道広報用資料（ＤＶＤ，ビデオ）の貸出 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

広報用映像「水道と下水道のしくみ～澄都くん・ひか
りちゃんと学ぼう！～」の動画配信

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

上下水道局キッズページ （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

上下水道局子ども向け環境教育サイトの開設 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

○

子ども向けパンフレット「澄都くんとひかりちゃんの
京の水道・下水道大発見！」

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

冊子「京の上下水道」 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

京都マラソンにおける水道水ＰＲ （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

水道週間街頭キャンペーン （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

下水道の日街頭キャンペーン （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

市バスラッピング広告 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

地下鉄広告 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

小学生への啓発物品の配布 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

小学生への啓発チラシの配布 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

下水道ＰＲポスター （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

上下水道モニター （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

　

鳥羽水環境保全センター一般公開 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

蹴上浄水場一般公開 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

下水道施設見学会 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

夏休み親子教室 （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

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

（２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

秋の琵琶湖疏水明治ロマンの道ウォーク （２）
区役所，図書館など公共
施設での情報提供

おいしい！大好き！京（みやこ）の水宣言 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

京（みやこ）の水カフェ （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

京の水・利き水大作戦 （３）
出講，学習機会・課題共
有の場

記念誌「琵琶湖疏水の100年」販売 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

上下水道局



局名等 施策・事業名等
市民参加推進計画
に掲げる施策番号
（１）～（３）

取組手法 新規

記念誌「京都市水道百年史　資料編・叙述編」販売 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

消費税率改正による上下水道料金変更の周知 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「京都市上下水道事業経営評価」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

「京都市上下水道事業経営評価（概要版）」の発行 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

平成27年度当初予算編成及び当初予算案（新規充実予
定の主な事業）の公開

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

冊子「上下水道事業環境報告書」 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

冊子「上下水道事業環境報告書」概要版 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

「水道便利袋」お渡しサービス （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

情報通信技術を活用した生涯学習の推進 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

乳幼児子育てサポート推奨事業の実施 （１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

　

モノづくり学習支援員（京モノレンジャー）の活動 （１） その他

スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習ボラ
ンティア募集

（１）
印刷物，インターネッ
ト，テレビ等による情報
提供

教育委員会

上下水道局



局名等 新規

　

　

４　計画を着実に進めるための推進体制

施策・事業名等

行財政局
市民協働型ファシリテーション研修

各局区の「局区運営方針」策定に対する支援

総合企画局

協働の場づくり体験研修の開催

未来まちづくり１００人委員会モデルの各区での活用促進

「職員のための市民参加推進の手引き」の運用

「職員のための市民参加推進の手引き」（市民活動支援編）の作成

市民参加推進条例に基づく市民参加推進計画の実勢計画及び実施状況についての市会への報告

市民参加の取組や進捗を市民に伝えるリーフレット（みやこ協働通信）の作成

市民参加を体験する機会の充実

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


