
市民参加に関係する新しい事業や取組
（令和３年２月８日から令和３年３月１７日までに広報発表されたもの）
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広報発表日 概要 所属

2月10日 京都駅東南部エリア活性化方針の推進 「映像でつづる東九条 2020-2021」事業告知パンフレットの発行について

京都市では，平成29年3月に策定した「京都駅東南部エリア活性化方針」に基づき，京都駅東南部エリア（南区山
王学区の竹田街道より東側の7箇町）において，「文化芸術」と「若者」を基軸としたまちづくりを推進しています。
その一環として，今年度は「映像でつづる東九条2020-2021」と題し，アーティストがこの地域に入り，地域を題

材に制作した映像作品と，市民とプロの撮影スタッフが一緒に制作した映画作品を，本エリア内にある劇場
「THEATRE E9 KYOTO」及び同じ南区内にある映画館「京都みなみ会館」にて上映するイベントを開催します。
この度，本事業の告知パンフレットを作成しました。
是非，それぞれの会場にお越しください。

1 仕様体裁 ／発行部数 A5サイズ，16頁 フルカラー刷り ／5千部発行

2 配布場所
THEATRE E9 KYOTO，京都みなみ会館，南区役所，南図書館，南青少年活動センター，その他京都駅東南部
エリアの施設等

3 配布期間 令和3年2月11日～令和3年3月下旬

総合企画局
プロジェクト推
進室

2月12日 京都市と株式会社LoiLo による教育活動に関する連携協定締結について

京都市と株式会社LoiLo は，GIGA スクール構想の実現に向けて，個別学習と協働学習を繋ぐ授業支援ソフト「ロ
イロノート・スクール」の利用促進，研修実施等の取組を推進するため，協定を締結します。

1 協定締結式
日 時 令和3年2月17日（水曜日）午後2時15分〜3時00分
会 場 京都市教育委員会事務局 教育委員室（中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595－3 大同生命京都ビル9階）
内 容 第1部 協定締結式（協定締結者挨拶，調印式・撮影）

第2部 ロイロノート・スクール紹介 及び 授業中継

2 協定内容
京都市と株式会社LoiLo が，児童生徒の「学びの保障」やこれからの学びについて，クラウドサービスを

活用した教育活動の充実を目指して授業支援システム「ロイロノート・スクール（クラウド版）」を活用し，
京都市⽴学校における成果や課題の共有，発信を図ることを目的とする。

・京都市⽴学校教職員及び児童・生徒に対するロイロノートの無償利用の提供
・ロイロノートの活用に必要な京都市⽴学校教職員への研修の実施

・ロイロノートの活用に係るフィードバック，クラウドサービスの活用による学習効果等の検証や成果の発信

教育委員会事務
局
学校指導課
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広報発表日 概要 所属

2月16日 「大学のまち京都・学生のまち京都」学生ワークショップの参加者募集！～京都での学生生活をもっと充実させる
には？～

京都市と(公財)大学コンソーシアム京都では，「大学のまち京都・学生のまち京都」の更なる推進を目指し，各
種取組を実施しております。
この度，学生の視点から取組の充実を図ることを目指し，下記のとおりワークショップを開催します。

1 概要
京都市や（公財）大学コンソーシアム京都で実施する各種取組の充実や新規企画に向け，京都の大学の学生に

集まっていただき，ワークショップ形式で意見交換を行うものです。学生生活の充実に向けて，どのような取組
が必要か，学生ならではの視点で取組を提案していただきます。
また，京都の学生のためのアプリ「KYO-DENT」の効果的な活用方法や機能の改善についても提案していただき，

学生の提案でうまれたアプリを更にブラッシュアップしていただきます。

2 テーマ 京都での学生生活をもっと充実させるには？

3 日時 令和3年3月20日 土曜日 午後1時～午後4時

4 場所 京都リサーチパークたまり場（京都市下京区中堂寺南町134 KISTIC2階）

5 対象 （公財）大学コンソーシアム京都の加盟大学・短期大学の学生

総合企画局
総合政策室
大学政策担当

2月17日 「Community Based Companies Forum」の開催について

京都市及び（公財）京都高度技術研究所では，多種多様な組織や個人が社会的課題の解決に挑戦し，過度の効率
性や競争原理とは異なる価値観を広げるため，「京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター構想」を推進し
ています。
この度，（公財）京都高度技術研究所では，一般社団法人リリースとともに「Community Based Companies 

Forum」（訳：地域企業フォーラム）を下記のとおり開催します。これは，持続可能な社会に向けて取り組まれてい
る日本各地に根差した経済活動等の事例を共有し，広域的な繋がりを生み出すオンラインイベントです。全国で芽
吹くソーシャル・イノベーションの試みの後押しにも寄与します。

1 開催日 DAY1：令和3年3月5日（金曜日） 午後2時30分～午後5時30分
DAY2：令和3年3月6日（土曜日） 午前10時～午後5時

2 会場 Zoomによるオンライン開催

3 対象 本イベントに興味をお持ちの方はどなたでも御参加いただけます。
特に，ソーシャル・イノベーションに取り組んでいる，あるいは，関心がある自治体や企業をはじめ，
持続可能な地域や社会の構築にむけて一歩を踏み出したいと感じておられる方は，ぜひ御参加ください。

4 参加費 DAY1またはDAY2のみ：1,500円 ，両日参加：2,000円
※プログラムの構成上，両日ともの御参加を推奨しています。

5 定員 200名（先着順）

産業観光局
地域企業イノ
ベーション推進
室
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広報発表日 概要 所属

2月18日 京都市公式サイト「KYOTO Vege Style」を開設します！

この度，ウィズコロナ社会における新しい生活スタイルが広がる中，自動販売機や宅配等により旬の地元農産物
の購入が可能な直売所をはじめ，大学等と連携して開発した新京野菜のレシピなどの情報を発信するため，京都市
公式サイト「おあがりやす！京の旬野菜」をリニューアルし，新たに，「KYOTO Vege Style（キョウト ベジ
スタイル）」を以下のとおり立ち上げます。
リニューアルしたサイトでは，グーグルマップで現在地近くの農産物直売所の場所を検索できる機能をはじめ，

生産者自身が発信する生産現場の旬な情報を掲載するなど，便利で充実した内容をお届けします。また，「生産
者」や「レシピ」を紹介することで，身近な農産物の生産・販売場所や美味しい食べ方を，生産者の想いとともに
分かりやすく提供いたします。

1 リニューアル日 令和3年2月19日（金曜日） 午前10時

2 サイト名 KYOTO Vege Style （キョウト ベジ スタイル）https://kyotovegestyle.city.kyoto.lg.jp

産業観光局
農林振興室
農林企画課

2月24日 京都山科ブランディング事業 住宅情報サイト「SUUMO」に山科区特設WEBページを開設します！

山科区役所では山科への移住促進を図るため，令和2年10月から，山科の魅力を区内外に発信する「京都山科ブラ
ンディング事業」に取り組んでいます。
この度，全国で掲載物件数が最も多い住宅情報サイト※「SUUMO」（株式会社リクルート住まいカンパニーが運

営）内に山科区特設WEBページを期間限定で開設しますの。山科区民の皆様の声や山科区の魅力が詰まったページに
なっていますので，是非御覧ください。

1 掲載期間 令和3年2月24日（水曜日）～令和3年3月23日（火曜日）

2 掲載内容 令和2年11月から12月にかけて山科区民の皆様から御応募いただいた山科の魅力等をもとに，交通
利便性をはじめとする山科の暮らしやすさや，まだ知られていない山科の魅力等を紹介します。
また，山科区内で子どもの見守りや景観保全活動などに取り組まれている方々にスポットを当て，
山科の『人』の魅力についても紹介します。

3 掲載場所 住宅情報サイト「SUUMO」内

山科区役所
地域力推進室
総務・防災担当

3月3日 「左京キラり市」の開催について

この度，左京区北部山間地域（花脊・別所・広河原・久多・百井・大原）の魅力を知っていただくことを目的に，
地域の特産品・若手農業者の農産物などが一堂に会した「左京キラり市」を下記のとおり開催します。北部山間地
域のキラりと輝く魅力に触れてみませんか？
販売ブースの他，魅力発信ブースもございます。ぜひ，お気軽にお越しください！

1 開催日時 令和3年3月24日（水曜日）午前9時～午後3時（売り切れ次第終了）

2 会場 左京区役所1階大会議室及び区民ロビー

3 内容 特産品などの販売コーナー，魅力発信・移住相談コーナー，パネル・写真展示など

左京区役所
地域力推進室
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広報発表日 概要 所属

3月8日 東本願寺前における市民緑地整備事業 『企業版ふるさと納税』で御寄付を募集します！

京都市では，地域に開かれた門前を目指す東本願寺と共に，京都市道と東本願寺所有の緑地を一体的に活用する
ために，「市民緑地」として整備を行います。
この度，企業版ふるさと納税にて，同整備事業を応援してくださる企業の皆様を募集します。

・募集概要
企業版ふるさと納税で「東本願寺前における市民緑地整備事業」を応援してくださる企業の皆様を募集します

（本社が京都市内の企業様の御寄付もお受けします。企業版ふるさと納税の対象になりませんが，寄付の全額を
損金算入されるため，寄付額の約3割（法人実効税率）相当額の税の軽減効果があります。）。

・顕彰（希望企業）
○市民緑地内の芳名板へ掲出いたします。※令和4年12月末までにお申出いただいた企業が対象
○インターネット上で御支援いただいている企業として掲出いたします。

・寄付のお申出
○寄付申出書を御記入のうえ，郵送，FAX，メールにより送付してください。

建設局
みどり政策推進
室

3月9日 伏見区役所深草支所 × デジスタイル京都（運営：大平印刷（ 株 ））「深草いいトコ体感プロジェクト」の始動
に関する連携協定の締結について

深草支所では，交通の利便性が良く，コンパクトに回遊できる深草地域の利点を活かし，地域住民の域内サービ
スの利用とマイクロツーリズムとして近隣からの来訪を促進するため，深草で「見る・買う・食べる・体験する」
情報発信と体感事業を実施する「深草いいトコ体感プロジェクト」を始動します。
この度，同プロジェクトを推進するため，京都のグルメ・観光・イベント情報サイト「デジスタイル京都」の運

営実績を持つ大平印刷株式会社と連携協定を締結し，下記のとおり協定締結式を行います。

・日時 令和3年3月15日（ 月 ） 午後2時から午後2時45分

・場所 伏見区役所深草支所 4階会議室

・協定に基づく主な取組内容

⑴「デジスタイル京都」に深草地域特集ページを開設
域内で経済を循環させるとともに，近隣の方にも深草の魅力的なスポットや隠れた名所等を知ってもらうため，
「遠くに行かなくても近所を楽しむ！深草のいいトコ再発見」をテーマに，「深草で見る・買う・食べる・
体験する」に関する情報や深草支所からの情報を集約・発信。

⑵「デジスタイル京都」のライターによる現地レポート＆マガジン

⑶魅力発信の担い手・ライターの育成
「地域ライター」として，地元の事業者，学生，住民からライターの参画を募り，デジスタイル京都の
ライターが実践講座を開催し，地元発の情報発信者の担い手を育成

⑷深草のいいトコ・体感ツアーの実施

深草支所
地域力推進室
まちづくり推進
担当
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広報発表日 概要 所属

3月10日 「さすてな京都◎春のSDGsウィーク」の実施及び「さすてな☆オニバスプロジェクト」の始動について

南部クリーンセンター環境学習施設「さすてな京都」では，子どもから大人までが楽しく学べる学習プログラム
を年間を通して開催しています。
この度，様々な学習プログラムを通じてSDGs（持続可能な開発目標）について楽しく学んでいただける「さすて

な京都◎春のSDGsウィーク」を実施します。当期間中は通常のプログラムに加えて，特別な学習企画を実施します。
また，市民や企業，学校などに「オニバス」等の地域由来の種子をお渡しして育成していただき，実った種子の

一部を「さすてな京都」に届けていただく「オニバス里親プロジェクト」のキックオフの学習プログラムも行いま
す。SDGsについて身近に考えていただけるこの機会に，ぜひ御来館ください。

1 日時 令和3年3月20日（土曜日）から3月28日（日曜日）までの8日間（3月24日（水曜日）は休館日）

2 場所 南部クリーンセンター環境学習施設「さすてな京都」

3 内容 （1）学習プログラムについて
（2）館内スタンプラリー等について
（3）館内展示等について
（4）オニバス里親プロジェクトについて

4 参加申込 参加費は無料。学習プログラムは当日，現地の先着順です。

南部クリーンセ
ンター
管理課
環境政策局
ごみ減量推進課

3月16日 新しい生活スタイルを踏まえた産官学連携ウオーキングイベント「亰(きょう)てくてくアプリウオーク」の実施に
ついて

新型コロナ感染拡大による行動自粛のため，市民の皆様の運動習慣の低下が危惧されているなか，健康寿命の延
伸に向けて，新しい生活スタイルを踏まえた産官学連携ウオーキングイベント「亰てくてくアプリウオーク」が実
施されます。
なお，本イベントでは，本市の「健康長寿のまち・京都いきいきアプリ」が活用されます。

1 概要
本市の「健康長寿のまち・京都いきいきアプリ」（以下，「いきいきアプリ」という。）を活用し，大学生

等が考案した数パターンのウオーキングコース（約4.0～6.8km）を参加者に歩いてもらい，チェックポイントを
通過のうえ，ゴール地点として設定する各協賛店舗に到達すると，プレゼント（例：店舗で利用できる割引クー
ポンなど）が入手できます。市民の健康増進につながるだけでなく，各協賛店舗へ誘客することで地元経済の
活性化も目指します。

2 期間 令和3年3月20日（土曜日）～4月11日（日曜日）
新型コロナ感染拡大の防止のため，期間内に各自のタイミングで参加します。

3 参加料及び参加資格，参加方法
無料。
いきいきアプリ及び本市追跡サービスが利用できる方。いきいきアプリを開き，スタンプラリーの画面から
「亰てくてくアプリウオーク」のコースを選択いただくと参加できます。

保健福祉局
健康長寿のま
ち・京都推進室
健康長寿企画課
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