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1

基本計画進行管理
【事業概要】
区基本計画の推進組織である「右京区まちづくり区民
会議」の運営を行います。
【予算額：110万円】

区民会議の開催（代表
幹事会を合わせて5回）

区民会議（全体会議・代表幹事会）を5回開催
右京区役所
(地域力推進室)

2

〇右京区まちづくり支援制度
〇右京区安心安全ネットワーク応援事業
【事業概要】
区民の自発的・主体的なまちづくり活動を資金面，広
報面等で支援します。
【予算額：1,100万円】

35事業を支援

38事業を採択
　・地域力向上枠　21件
　・大学・学生枠　 8件
　・安心安全枠　 　9件

右京区役所
(地域力推進室)

3

まちづくりキャンバス＠右京
【事業概要】
まちづくりに関する学びと交流の場として開催しま
す。
【予算額：52万円】

毎月第3水曜日にMACHIKO
で開催（年間10回）

〇毎月第3水曜日に計10回開催。延べ156名参加
〇まちづくりキャンバス＠右京活動資金サポート事業により1事業
を支援

右京区役所
(地域力推進室)
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〇維新勤王山国隊行進見学ツアー
（明治150年記念全区リレー事業）
【予算額：15万円】
〇魁!！山国隊プロジェクト
【予算額：200万円】
【事業概要】
明治150年記念全区リレー事業として，10月（山国さ
きがけフェスタ）の山国隊行進を見学するツアーを開
催します。
また，「維新勤王山国隊」結成150年を契機に，行政
区を越えて市内各地のイベントへ参加して京北地域や
山国隊のPRを行うとともに，時代祭で維新勤王山国隊
として行進する中京区壬生地域との学校・地域レベル
での交流を行います。

明治150年に関連する右
京の歴史・文化を区内外
に広く発信する。

〇維新勤王山国隊行進見学ツアー（10月14日）
　同日開催の「山国さきがけフェスタ」にて実施される「山国軍楽
行進」の見学及び山国隊の歴史講座を実施（46名参加）
〇魁!！山国隊プロジェクト
　・地域交流事業（8月5日）
　　ゆかりのある山国地域と壬生地域の児童・保護者の交流
　・シンポジウム（9月9日）
　　元離宮二条城で山国隊の歴史と軍楽伝承活動について紹介
　・山国隊紹介冊子の作成（9月）
　・山国隊及び京北PR事業（11月25日）
　　二条城まつり，三条名店街等で山国隊が軍楽を演奏し行進

右京区役所
(地域力推進室，京北
出張所)
文化市民局
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2

高雄地域をはじめとする観光客分散化の推進
【事業概要】
台湾高雄市の行政区との友好交流協定締結に向けて，
文化やスポーツの交流を更に進めます。また，こうし
た取組を通じて，高雄地域や嵯峨野，奥嵯峨地域な
ど，自然豊かで歴史ある文化財，史跡，寺社がある地
域を対象に，新たな観光資源の発掘や情報発信など，
時間・季節・場所の観光客分散化の取組を推進しま
す。
【予算額：35万円】

台湾高雄市との市民相互
の交流事業による観光客
の誘致

多彩な観光資源を有する
魅力ある地域への観光客
の誘致

○「少年野球」を通じた交流事業
　わかさスタジアム京都で，右京区の少年野球チームと交流試合2
試合を行うとともに，京都フローラによる「野球教室」を開催（8
月26日）
○「マラソン」を通じた交流事業
　・京都高雄マウンテンマラソン2018（12月15日）
　　高雄市から13名のランナーを招待し，歓迎レセプションを開催
　・高雄国際マラソン大会2019（2月16日～18日）
　　高雄市が右京区のランナー10名を招待
　　「右京区高雄友好交流訪問団」が，
　　高雄市政府観光局及び高雄メトロとの懇談を実施

右京区役所
(地域力推進室)

3

うきょう文化・芸術発信事業
【事業概要】
右京区内の芸術家等で構成する右京区民文化普及会等
と協働して，区民美術展や寺社を活用した歴史・文化
芸術講座，茶道・書道・いけばなに加えて，食文化の
体験教室，伝統文化の鑑賞などを行います。
【予算額：144万円】

伝統文化や地域に根付い
た暮らしの文化に触れる
機会の創出

○第32回右京区民美術展及び右京区内高等学校絵画展
　（2月22日～25日）
　来場者数：952名，展示数：130点
○茶道体験教室（11月21日，28日）
　参加者数：19名
○書道体験教室（11月6日，13日，20日，27日）
　参加者数：36名
○右京の歴史・文化芸術講座（3月1日）
　参加者数：93名，場所：真言宗御室派総本山仁和寺

右京区役所
（地域力推進室）

4

「食×まちづくり」右京モデル
【事業概要】
地元商店での消費が地域内で最もお金を循環させると
いう調査結果に着目し，食の地産地消をはじめとした
「地域内循環型経済」を区民ぐるみで取り組むことに
より，雇用の創出や定住促進につなげる仕組みづくり
を進めます。
【予算額：140万円】

・様々な広報媒体を用い
た情報発信
・マルシェ等のイベント
の開催
・右京区版食の基盤（プ
ラットフォーム）形成に
向けた検討

〇「 LOVE LOCAL,LOVE UKYO!（以下“ LL”）」ウェブサイトリ
ニューアル
〇LLマルシェ（11月24日）
　場所：サンサ右京1階区民ロビー等，出店者：12ブース
〇LLこども学校（親子向け「食の体験型ワークショップ」）
　計2回開催，14組30名の親子が参加
〇「京北 go around」，「けいほくSAKURAフェスタ」等のイベント
を開催

右京区役所
(地域力推進室)

5

ぐるっと嵯峨野
【事業概要】
今もなお歴史的原風景が残る嵯峨野地域で，地域住民
自らが伝統文化や暮らしの文化，見所等を掘り起こす
ことを通じ，その過程で地域の絆を深めるとともに，
市民や観光客が違った視点で楽しみながら歩ける散策
マップを作成します。
【予算額：130万円】

・地域住民とともに，
マップの作成に向けた会
議及びまち歩きの実施
・散策マップの作成

○広沢学区
　子ども祭りの情報を軸にまち歩きマップを作成するとともに，各
町内の紹介冊子を作成し，全戸に配布(3,272部）
○嵯峨学区
　新しく来られた住民や地元住民が改めて地域を知れるようなまち
歩きマップを作成し全戸に配布（5,029部）

右京区役所
(地域力推進室)
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北部山間地域の活性化，移住・定住促進
【事業概要】
北部山間振興本部と連携を図りながら，地域や「北部
山間かがやき隊員」との協働により，例えば水尾地域
で柚子加工品のブランド化の支援に取り組むなど，地
域活性化と移住・定住促進を進めます。
【予算額：20万円】

地域活性化に向けた運営
体制づくり及び移住者
受入れ機運の醸成や体制
づくり

自治会バスの増客，水尾地域への来訪者の増加，そして水尾地域の
活性化へと繋げるため，自治会バスにおける車両ラッピング（柚子
とアサギマダラのイラストでマグネットシールを作成）を実施

右京区役所
（地域力推進室）

7

「北部山間かがやき隊員」との協働による地域活性化
の推進
【事業概要】
京北，水尾，宕陰の北部山間地域において，人口減少
や高齢化に歯止めをかけるため，「地域おこし協力
隊」等の国の制度を活用して，地域住民と「北部山間
かがやき隊員」5名（H30.7.1付4名→5名に増員）との
協働により，移住促進をはじめとする地域活性化に取
り組みます。

移住促進に向けた地元の
機運をより一層高め，空
き家の活用や定着支援等
の地域の主体的な取組の
充実を図る。

隊員数：京北4名，宕陰・水尾1名（3月時点）

右京区役所
（地域力推進室，京北
出張所）
文化市民局

8

右京ファンクラブねっと運営
【事業概要】
まちの魅力を高める貴重な資源である人，学区，地域
団体，イベント等の多彩なまちづくり情報を一元的に
集約し，発信するポータルサイト「右京ファンクラブ
ねっと」を活用し，右京のまちづくりの旬な情報を発
信します。
【予算額：70万円】

右京ファンクラブねっと
のコンテンツ充実

〇アクセス数：42.606アクセス
〇登録団体数：37団体

右京区役所
（地域力推進室）

9

「いいね！右京」フォトコンテスト
【事業概要】
美しい風景や風物，名所・旧跡，季節の行事等の写真
を通じて，豊かな自然や受け継がれてきた歴史や文化
など右京区の魅力を区内外に広く発信するため，フォ
トコンテストを実施します。
【予算額：50万円】

フォトコンテストへの
応募作品数の増加

108名・389作品の応募のうち入賞32作品を選定し，サンサ右京1階
区民ロビー及び嵐電車内にて展示

右京区役所
（地域力推進室）

10

「エコ学区」ステップアップ事業
【事業概要】
地域ぐるみの環境にやさしいライフスタイルへの転換
と家庭部門での温室効果ガス排出量削減を目指し，学
区の主体的なエコ活動の充実と活動参加者の拡大を目
的として，学習会の開催や省エネ診断の実施等，学区
の状況に応じた多彩なプログラムにより支援します。

本事業のプログラムを活
用した学区におけるエコ
活動の支援

学区におけるエコ学区ステップアッププログラム，うちエコ診断会
等の実施を支援し，学区での主体的なエコ活動を推進
＜実施学区＞
　・ 学習会：太秦学区
　・ 環境啓発ブース出展：太秦学区
　・ ブース型学習会の開催：嵐山学区，西院第二学区
　・ うちエコ診断会（省エネ診断）：太秦学区

環境政策局
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北部山間地域への移住促進事業
【事業概要】
京北地域をはじめとする北部山間地域において，人口
減少や高齢化に歯止めをかけるため，引き続き，北部
山間地域への移住促進事業を行い，田舎暮らしの魅力
発信，移住相談，移住受入れに向けた地域の取組支
援，お試し居住体験，定着支援という流れにより，総
合的に取組を進めます。

29年度に引き続き，移住
促進に向けた様々な取組
を進める。

北部山間地域の移住促進事業の実施
　・北部山間移住相談コーナーの運営
　・移住促進地域助成金制度による活動助成
　・田舎暮らし体験住宅の運営

文化市民局

12

京都京北未来かがやきビジョン推進対策
【事業概要】
①京都“悠久の灯”プロジェクトの推進
　伝統産業の和蝋燭の材料であるブドウハゼの試験栽
培を行い，原材料の安定供給と地産地消を目指しま
す。
②京北地域水産業支援事業
　アユの産卵床調査やウナギの漁礁づくりを行い，京
北地域水産業の振興を行うとともに，地域の活性化を
目指します。
③新規就農者育成・定住促進事業
　民間事業者が実施する農業の経営力強化・担い手確
保のための温室栽培施設の整備に対して支援を行い，
京北地域の活性化や移住・定住の促進を図ります。
④京北米を核とするブランド戦略とモデル実施
　地域の主力品目である米を核とした京北ブランド戦
略に取り組むに当たり，「京北ブランド米工房」のモ
デル導入試験を行うことで，地域が主体となった農山
村資源を活かした京北地域の更なる活性化の実現を目
指します。

①ブドウハゼの成木の移
植及び接ぎ木苗の養成

②京北地域水産業の振興

③新規就農者の育成及び
定住促進

④ブランド化による農家
所得の向上

①ブドウハゼ等の成木の生育管理　接ぎ木：28本

②世木ダムにおいてアユの存在調査を実施。また，上桂川において
河床耕耘や石倉漁礁を設置

③高軒高多連棟ハウスの整備（イチゴ栽培用・11連棟）
　雇用創出：5人

④精米等施設（色選精米機1台，米粒食味計1台）及び貯蔵施設（低
温貯蔵庫2台）の導入

産業観光局

13

北部山間地域活性化プロジェクト
【事業概要】
山林における貴重な収入源である特用林産物(京北ま
つたけ)の生産振興とアカマツ林の適正な整備を図る
ため，まつたけ発生地の環境整備を支援します。

アカマツ林の環境整備
〇防鹿柵の設置：450m
〇環境整備：0.3ha

産業観光局

14

京都・嵐山花灯路－2018
【事業概要】
嵯峨・嵐山地域の水辺や竹林などの自然景観や寺院・
神社などの歴史的文化遺産を生かし，和を基調とした
露地行灯の「灯り」といけばな作品の「花」による演
出を基本手法に，初冬の季節感を魅力的に表現しま
す。

・来場者数120万人
・京都府内の宿泊率前年
超え（37％以上）

〇来場者数：103.1万人
〇京都府内の宿泊率：36.2%

産業観光局

15

総合獣害対策事業
【事業概要】
市内全域を対象に，野生鳥獣による農作物被害の軽減
を図るため，有害鳥獣の捕獲や農林家の地域ぐるみの
自主防除・捕獲対策の活動を支援します。

農作物被害の軽減 獣類捕獲頭数：1,767頭（市全体） 産業観光局
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有害鳥獣被害防止対策事業
【事業概要】
野生鳥獣による農作物被害を未然に防止するために共
同で　設置する防除柵について，設置経費の一部を助
成することにより，農業経営の安定と更なる向上を図
ります。

農作物被害の軽減

防除柵の設置
　・京北地域：金網柵628m，電気柵4,236m，ネット柵946m
　・嵯峨地域：電気柵686m

産業観光局

17

伝統的建造物群保存等事業
【事業概要】
伝統的建造物群保存地区内の建築物等の修理，修景工
事の経費の一部補助により，伝統的な町並みの保存に
努めます。
また，嵯峨鳥居本町並み保存館の公開を行い，多くの
市民や観光客に対して，保存地区の概要やその重要性
について啓発を行います。

規制誘導，補助金交付等
による伝統的な町並みの
保全

規制誘導，補助金交付等により伝統的な町並みを保全（嵯峨鳥居本
町並み保存館来館者数：10,550名）

都市計画局

18

古都三山保全・再生事業
【事業概要】
「小倉山歴史的風土特別保存地区」内の本市所有地に
おいて，京都市三山森林景観保全・再生ガイドライン
に基づく森林景観の再生や，良好な森林環境の維持に
向けた作業路の整備などを進めます。

事業計画に基づき，　地
域との協働による　森林
整備を推進

事業計画に基づき，地域との協働による森林整備を推進し，1.5ha
の森林整備を実施

都市計画局

19

北嵯峨地域における田園景観保存事業
【事業概要】
京都市歴史的風土保存計画に基づき，嵯峨野歴史的風
土特別保存地区内の優れた歴史的風土である田園景観
を保存するため，歴史的風土を活用した地域力及び魅
力向上に係る整備方針や維持保存の方策等について事
業計画を策定し，整備を進めます。

事業計画に基づき，　地
域及び他の行政機関等と
の協働による田園景観の
維持保存を図るととも
に，広沢池の　周辺整備
と連携する。

土地の買入れや耕作地としての環境整備を実施 都市計画局

20

歴史的風土を生かした広沢池保全事業
【事業概要】
昔ながらの風情を残し，嵯峨野の名所の一つとなって
いる広沢池周辺の魅力を今後も楽しんでもらうため，
広沢池の維持保全を図ります。

広沢池の景観を地域とと
もに保全するための計画
を策定

広沢池の景観を地域とともに継続的に守っていくため，広沢池公園
（平成31年4月1日開園）として管理していくこととし，ワーク
ショップ及びパブリックコメントを実施したうえで，「広沢池公園
保存計画」を策定

建設局
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平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

21

開閉栓作業の委託拡大
【事業概要】
平成30年4月1日から，水道の開栓・閉栓の現場作業を
民間に委託します。

効率的な事業運営に努め
る。

民間委託を実施 上下水道局

22
嵯峨ポンプ所更新工事
【事業概要】
嵯峨ポンプ所及びポンプ設備を更新します。

前年度から継続し，嵯峨
ポンプ所の改良工事を実
施

ポンプ設備の更新を含むポンプ所改良工事が完了 平成31年3月に工事完了 上下水道局

23

老朽化した水道管の更新と耐震化の促進
【事業概要】
老朽化した配水管の更新及び耐震化の取組として，耐
震性のある高機能ダクタイル鋳鉄管の布設及び布設替
えを，右京区管内４箇所において約１．６ｋｍ実施し
ます。

継続的に整備工事を実施 継続的に更新・耐震化を実施 上下水道局

24

連絡幹線配水管の布設
【事業概要】
地震等の災害により浄水場からの給水ができなくなっ
た場合等に，別の浄水場から安定して給水できる体制
を整備するため，隣接する給水区域間を繋ぐ連絡幹線
配水管を布設します。

地震等災害時における
バックアップ機能の強化

継続的に連絡幹線の整備を実施 上下水道局

25

京北地域小中一貫教育校施設整備事業
【事業概要】
京北地域の３小学校（京北第一・京北第二・京北第三
小学校）を統合し，周山中学校と併せた施設一体型小
中一貫教育校の新設を求める地元からの要望書（平成
27年7月提出）や平成28年6月に発足した
「京北地域小中一貫教育校検討協議会」の進捗状況を
踏まえ，現周山中学校敷地において，造成工事や新校
舎建設工事等を行います。

平成32年4月開校予定
（平成30年度：敷地造成
工事，新校舎建設工事着
工）

平成31年　4月　埋蔵文化財発掘調査 着手（3月末まで）
平成30年　6月　法面対策（第1工区）等造成工事着手
　　　　　　　 （令和元年5月まで）
平成30年 12月　実施設計 完了
平成31年　1月　新校舎建設工事 着手（令和2年2月末まで）
平成31年　3月　法面対策工事（第2・3工区）等造成工事 着手
               （令和元年12月まで）

教育委員会事務局

26

学校教育環境の整備充実（学校増収容・老朽化対策）
【事業概要】
近隣区域の開発により児童数が増加傾向にある西院小
学校について，校舎等の増改築等に向けた基本計画の
策定を行います。

平成35年度供用開始
（平成30年度基本計画）

新校舎の基本計画策定（9月） 教育委員会事務局
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３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

1

山ノ内浄水場の跡地活用事業の推進
【事業概要】
山ノ内浄水場跡地において更なる賑わいを創出し，本
市西部地域はもとより市全体の活性化を図ります。

事業者の計画実現に向
け，必要な協議・調整等
を行う。

【北側用地】
〇学校法人大和学園　開校（4月）
【南側用地】
〇地区計画変更（4月）
〇地区計画条例改正（6月）
〇中高層条例に基づく近隣住民への建築計画の周知（6月）
〇工学部棟（南館）建築工事着手（6月）

総合企画局

2

地方バス路線維持支援事業
【事業概要】
京北地域と市中心部を結ぶ唯一の公共交通である西日
本JRバス高雄・京北線と，宕陰地域の唯一の公共交通
機関である京阪京都交通の原・神吉線について，地域
住民にとって利用しやすい路線として維持発展させる
とともに，京北・宕陰地域の活性化にとって不可欠な
公共交通機関であることから，国，府とも協調しなが
ら存続に向けた支援を行います。

生活交通路線である高
雄・京北線及び原・神吉
線の確保・維持を図る。

○国，府と協調して西日本JRバスに対して運行補助を実施
○西日本JRバスと連携し，高雄・京北線の往復企画切符（周山フ
リー乗車券）の販売促進の取組を実施
○高雄・京北線，京北ふるさとバス，南丹市営バスを利用して美
山・京北地域を回る周遊観光ルート「美山・京北バス旅ルート」の
利用促進の取組を実施

都市計画局

3

京北ふるさとバス運行補助
【事業概要】
京北地域の住民の生活交通を確保するため，京北ふる
さとバスを運行する（公財）きょうと京北ふるさと公
社に対し，平成30年度の路線運行に係る費用に対する
運行収入の不足額を補助金として交付します。

予算の範囲内で運行補助
を行う。

予算の範囲内で運行補助を実施 都市計画局

4

駅等のバリアフリー化の推進
（西院地区バリアフリー化の推進）
【事業概要】
嵐電・阪急「西院」駅の東（北・南）改札口の新設等
によるバリアフリー化等の完成（平成29年3月）に引
き続き，西院駅（阪急）の西改札口バリアフリー化整
備に補助金を交付します。

西院駅（阪急）の既存駅
舎のバリアフリー化整備
を推進（平成31年度完成
予定）

西院駅（阪急）西改札口のバリアフリー化のための既存駅舎の整備
に対して補助金を交付

都市計画局

5

観光地等交通対策
【事業概要】
秋の観光シーズンにおける嵐山での「交通渋滞の発
生」及び「歩行空間の安全性の低下」を解消するた
め，「渋滞対策」，「歩行者の安全対策」の２つの視
点から交通対策を実施します。嵐山地区内での　　交
通対策をより効果あるものとするため，公共交通での
来訪を促す事前広報を徹底するとともに，渡月橋にお
いては歩行者量に応じた方向別歩道拡幅対策を講じ，
安全な歩行空間を確保します。

交通混雑の緩和と安全・
快適な歩行空間の確保

〇嵐山地区において，に長辻通を歩行者専用道路とする臨時交通規
制や渡月橋上の歩車分離等の交通対策を実施（11月17日，18日，23
日～25日）
○長辻通の北行一方通行規制を平日にも拡大して実施（11月19日～
30日)

都市計画局
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6

「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化
【事業概要】
複数の公共交通事業者が結節する駅において，乗換案
内施設の整備や利用しやすいダイヤの調整等を行うこ
とにより，京都市域におけるバス・鉄道の利便性向上
を図ります。

公共交通機関の乗継利便
性の向上

○歩くまち・京都レールきっぷの発売
○外国人利用者に向けた交通系ICカード普及啓発チラシの作成，配
布
○訪日外国人向け公共交通乗り方ガイドの作成，配布

市内で運行するバス，鉄道の
交通事業者等の連携により，
公共交通の利便性向上策を推
進します。

都市計画局

7

パークアンドライド利用の促進
【事業概要】
本市への自動車流入の抑制を目指し，自動車から公共
交通への転換を図る恒常的なパークアンドライド施策
を展開することにより，公共交通の利用促進や交通渋
滞の緩和を目指します。

市内への自動車流入抑制
◯ラジオ放送やテレビ放送を活用した広報を実施
◯カーナビによる満空情報の提供，路上看板等を活用した一部の駐
車場への誘導強化を実施

都市計画局

8

無電柱化事業（京のみちづくり）
【事業概要】
景観の保全再生と，安全で快適な歩行空間の確保，防
災性の向上を図るため，長辻通の無電柱化を推進しま
す。

電線共同溝工事及び舗装
復旧

景観の保全再生と，安全で快適な歩行空間の確保，防災性の向上を
図るため，長辻通の無電柱化を推進

建設局

9

道路特別整備
【事業概要】
①国道162号高雄改良
　歩道設置及び線形改良のために，道路を拡幅する工
事を継続して実施します。
②国道162号川東拡幅
　国道162号の中川トンネルから栂ノ尾発電所間にお
ける安全で円滑な道路交通の確保に向けて，幅員狭
小，線形不良を解消するために，用地買収対象地の地
上物件調査を行います。

①国道162号高雄改良
京都市内寄りの事業区間
において，30年度工事完
成を目指す。
②国道162号川東拡幅
用地買収対象地の地上物
件調査を行う。

①国道162号高雄改良
　京都市内寄りの事業区間450ｍの整備を完了
②国道162号川東拡幅
　用地買収対象地の地上物件調査を実施

建設局

10

駐輪場における誰もが利用しやすい２段ラックへの更
新
【事業概要】
２段ラック設置から年数が経過した駐輪場について，
順次，更新を行っており，平成30年度には西院自転車
駐車場及び花園駅自転車等駐車場の２段ラックの更新
を行います。

老朽化及び故障した２段
ラックを 更新すること
により，高齢者，女性で
も自転車の出し入れが容
易にできるようにする。

西院自転車駐車場及び花園駅自転車等駐車場の２段ラック更新実施 建設局
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平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
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1

右京子どもの未来応援事業
【事業概要】
様々な課題を抱えている貧困等のハイリスク（※）子
育て世帯を地域全体で支え，子どもを地域や社会の宝
として大切に育むため，関係機関との情報共有を行う
講演会・シンポジウムの開催や，地域での子育て世帯
への見守り支援等で活躍する人材の育成を行います。
また，「子どもとのふれあい遊び」や「親同士の交流
の場」について，既に実施している8ヵ月，1歳6ヵ
月，3歳児健診に加えて，新たに4ヵ月健診の機会にも
拡大して実施します。
（※）妊娠期において，若年妊婦，婚姻リスク（未入籍等），経済的問題
（貧困等），疾病などがある　など

【予算額：160万円】

地域で子育てを支える仕
組みを作り，子どもを地
域や社会の宝として，大
切に育てていく「はぐく
み文化」を推進する。

○講演会・シンポジウム（6月20日）123名参加
　・講演会「子どもの未来を応援するとは～子どものおかれている
　　現状，地域で何ができるのか～」
　・シンポジウム「子どもの見守り支援～地域での取組～」
○右京区子どもはぐくみサポーター養成講座（10月3日，10日）
  38名参加
○親子のはぐくみ交流事業
　・1歳6か月児健診にて「おやこ井戸端ひろば」を実施
   （年間36回）
　　親子1.464組参加，サポーター・ボランティア143名従事
　・3歳児健診にて「おやこＤＥサンサ健康ひろば」を実施
   （年間36回）
　　親子1459組参加，サポーター・ボランティア26名従事
　・4か月児健診にて「サンサンひろば」を実施
   （11月以降17回）
　　親子506組参加，サポーター45名従事

右京区役所
(子どもはぐくみ室)

2

～地域で支える～ すくすく子育て応援事業
【事業概要】
新たに子どもが誕生した家庭を地域の子育て応援者が
お祝い訪問し，地域の子育て情報を届け，子育ての相
談に応じるとともに，行政と地域住民が一体となっ
て，地域ぐるみで子育て支援を進めます。

山ノ内学区，高雄学区及
び西院第二学区で　実施
しており, 順次，実施学
区の拡大を検討

山ノ内学区，高雄学区，西院第一学区の71世帯で実施

右京区役所
（子どもはぐくみ室）

3

子ども職業体験事業
【事業概要】
中小企業家同友会右京支部やはぐくみネットワーク等
の子育て支援団体と協働し，子どもたちが，地域の暮
らしや文化，伝統産業を支える「ものづくり」の仕事
を通じて，働くことの意義や社会の仕組みを学び，起
業にも通じるチャレンジ精神や創造性を培う「こども
シゴト博＠右京」を更に充実させて開催します。
【予算額：90万円】

地域に根差した中小企業
の更なる認知度の向上を
図る。また，地域の暮ら
しや文化等を支える「も
のづくり」の仕事を体験
することを通じ，子ども
たちの豊かな感性を育
む。

「こどもシゴト博＠右京2018」の開催（12月1）
　・場所：京都先端科学大学（旧京都学園大学）
　　京都太秦キャンパス
　・出展：21ブース
　・参加者数：約1.300名

右京区役所
（地域力推進室）
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取組 目標 実績 備考 所属等
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重点方針

３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

4

「安全・おもてなしのまち右京 共創プログラム」
の着実な推進
【事業概要】
「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐる
み推進運動」の右京区版運動プログラム（取組期間：
平成27年度～32年度）を区民，事業者，学校・大学等
の全ての人や組織が連携，協働して推進することによ
り，住む人にも訪れる人にも安心していただける，お
もてなしの心あふれるまちを目指します。

・右京区における刑法犯
認知件数：1千件台半ば
（＝ 達成済み）
・市民生活実感調査：安
心して暮らせるまちであ
ると思う右京区民が50％
以上
・外国人観光客満足度調
査：治安に関し「大変満
足」，「満足」と感じた
外国人観光旅行者が95％
以上

〇刑法犯認知件数　1,232件（平成30年）
〇市民生活実感調査　49.2％（平成30年度）
〇外国人観光客満足度調査　88.3％（平成30年度）

・自治連合会や町内会などの地域団体を対象に，防犯カメラの設置
に対し，経費の一部を補助（3団体4台）
・特殊詐欺等，緊急的な対策を講じる必要のある犯罪等の取組を実
施
・「右京区版運動プログラム」に基づき，地域の特性や課題等に応
じた行政区単位の犯罪防止等の取組を推進

右京区役所
（地域力推進室）
文化市民局

5

気付き はじめる 健康づくり　～右京からだの学校～
【事業概要】
参加者の日々の生活習慣や健診データ，体力測定結果
をもとに，京都大学医学部と協働して，定期的に医学
的評価や助言を行うことで，楽しみながら地域ぐるみ
で運動習慣や生活習慣の改善につなげるため，2年目
となる30年度は対象者を拡大して実施するとともに，
地域主体で継続できる仕組みづくりを進めます。
【予算額：120万円】

日々の行動を振り返るこ
とを通じ，運動習慣や生
活習慣の改善につなげ
る。

〇各登校日参加者数
　・第1回体力測定（開校式）　83名
　・登校日（座学）　　　　　 58名
　・オプション講座（口腔） 　18名
　・オプション講座（栄養）　 18名
　・第2回体力測定　　　　　　61名
　・修了式（交流会）　　　 　55名

〇次年度継続生徒数：66名

右京区役所
（健康長寿推進課）

6

「健康長寿のまち右京」推進
【事業概要】
区民主体のプロジェクトチームを核に，健康づくりの
動機付けを目指した「右京健康御朱印帳」や山ノ内浄
水場跡地活用事業者による健康長寿イベントをはじ
め，地域，大学，企業等と連携し，地域や人とのつな
がりの中で，区民が主役の健康づくりを一層推進しま
す。
【予算額：100万円】

「健康寿命の延伸」を
キーワードに区民の　主
体的な健康づくりの機運
を高める。

・プロジェクト会議（6月29日，3月8日）
・右京健康御朱印帳第3巻　6,000部発行　景品交換347名
　取組期間・プレゼント交換期間を延長（9月1日～12月28日）
・包括連携協定に基づくイベント
　第3回龍頭祭×健康長寿のまち右京「健康づくりフェスタ」
  （9月16日）延べ参加者数452名
・右京区民ふれあいフェスティバルにおけるブース出展
  （10月27日）
　延べ参加者数1,226名
・測ってみよう！私のからだ年齢（1月22日）参加者数189名
・がん検診受診率向上の取組
　乳幼児健診の場を活用して，乳がん検診の啓発活動を実施

右京区役所
（健康長寿推進課）

7

プロスポーツチームとのパートナーシップ事業
【事業概要】
地元プロスポーツチームとのパートナーシップ協定
（H29.8締結）に基づき，３つの球団と区役所，地域
が連携してイベントやスポーツ教室等を開催し，ス
ポーツを通じて地域の絆がより一層深まるまちづくり
を進めます。
【予算額：30万円】

・3球団との連携イベン
トの開催
・子ども向けスポーツ教
室の開催

・台湾高雄市の少年野球チームの右京区訪問に合わせて，わかさス
タジアム京都において京都フローラによる野球教室を実施（8月26
日）
・京都ハンナリーズによる小中学生無料招待事業において，4試合
で計380名の区内小中学生が試合を観戦（11月10日・11日，3月2
日・3日）

「こどもシゴト博」でのブース出展や「ふれあいフェスティバ
ル」でのチアスクール出演など，イベント出演による子どもたちへ
の啓発を実施

右京区役所
(地域力推進室)
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取組 目標 実績 備考 所属等

基本計画
重点方針

３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

8

おもてなしのまち推進事業
【事業概要】
庁内の若手職員を公募し，徹底した区民目線で「伝え
る力」，「聴く力」，「受け止める力」を磨き，区民
サービスの向上と右京の魅力発信に取り組みます。
【予算額：10万円】

区民サービスの向上に繋
がる事業の実施及び区の
魅力発信活動を行うこと
で，更なる区民満足度の
向上を図る。

○キッズスペースの設置
○文化芸術に関する知見を広げるため，職員向けのいけばな体験や
茶道体験を実施
○交通局から忘れ物の傘を譲り受け，市民に無料で貸し出す置き傘
サービスを実施

右京区役所
(地域力推進室)

9

ジュニア円卓会議
【事業概要】
平成30年度は昨年度に引き続き，地域イベントへの参
加など，子どもたちと地域が直接関わる機会を増やす
ことで，中高生が地域の中での自分たちの役割につい
て考え，地域の一員としての意識をもつきっかけにし
ます。
【予算額：30万円】

・中高生の目線から右京
区のまちづくりについて
考え，行動するきっかけ
づくりの場を提供する。
・子どもたちと地域が直
接関わる機会を増やすこ
とで，子どもたちと地域
の「つながり」をつく
る。

〇ふれあいフェスティバルの企画会議参画
〇地域イベントでの司会やジュニア円卓会議の広報・PR
　（参加人数：37名）
　・6月16日　27名参加
　・8月6日　 28名参加
　・9月30日　25名参加
〇地域イベント
　・右京少年補導グラウンドゴルフ大会（9月24日）6名参加
　・Trick or Treat in 西院（10月20日）3名参加
　・西院ふれあいまつり（11月5日）4名参加
〇ふれあいフェスティバル
　・右京区民ふれあいフェスティバル（10月28日）34名参加
　・右京区民文化フェスティバル（12月8日）6名参加
　・ふれあいフェスティバル振返り会（11月17日）17名参加
〇広報チーム活動（7月14日，11月17日）8名参加
〇高校生会議（6月9日，8月1日）
〇その他有志の活動
　・ユニフォームデザイン会議（年7月14日）10名参加
　・ハロウィン企画会議（9月15日）4名参加

右京区役所
(地域力推進室)

10

まち価値・魅力向上大作戦
【事業概要】
地域住民自らが地域の課題解決に取り組むことを右京
区役所が後方支援しながら，自治会町内会の活動や取
組の魅力を高めて地域コミュニティの活性化を図り，
自治会加入率の向上を目指します。取組の中で，得ら
れた情報は学区を越えて地域課題や取組事例等を学び
合い交流する意見交換会を開催し，情報共有を図りま
す。
【予算額：40万円】

モデル事業実践学区の取
組支援を継続するととも
に，学区を越えた意見交
換会を行い，加入促進等
の取組，実践事例を発信
する。

○西院第二学区
　・町内会長へのアンケート調査の実施
　・西院ふれあい祭りにおいて「地域住民の率直な意見収集ブー
　　ス」を設置（11月11日）
○葛野学区
　・分譲マンションに住むファミリー世帯への自治会等加入促進チ
　　ラシ配布（7月）
　・ホームページの立上げ（8月31日）
○情報・意見交換会
　・町内会長向けワークショップ（2月21日）
　・井戸端カフェ（意見交換会）（2月25日）

右京区役所
（地域力推進室）

11

区民ふれあい事業
【事業概要】
区民とのパートナーシップによるまちづくりを目指
し，個性あふれる区づくりをより一層推進します。
・右京区民ふれあいフェスティバル
・右京区民文化フェスティバル
・れんげを摘む会
【予算額：530万円（※）】
※　文化フェスティバルを含む。

より多くの区民や各種団
体の方々の交流を図り，
これまで築かれてきた地
域の絆を更に深める。

○れんげを摘む会（4月20日）
　・場　　所：広沢池西側一帯
　・参加者数：約1,800名
○右京区民ふれあいフェスティバル（10月27日）
　・場　　所：太秦安井公園，京都市右京ふれあい文化会館
　・参加者数：約19,000名
○右京区民文化フェスティバル（12月8日）
　・場　　所：京都市右京ふれあい文化会館
　・参加者数：約1,500名

右京区役所
(地域力推進室)
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重点方針

３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

12

文化フェスティバル
【事業概要】
区民の文化活動の成果を発表する機会を提供するとと
もに，文化ふれあいステージを設け，文化芸術に身近
に触れていただく機会を提供します。

区民相互の交流とふれあ
いを深めるとともに，文
化芸術に身近に触れる機
会を提供することで，日
頃の文化活動をより高め
ていただくきっかけとす
る。

右京区民文化フェスティバル（12月8日）
　・場　　所：京都市右京ふれあい文化会館
　・参加者数：約1,500名

右京区役所
（地域力推進室）

13

京北地域活性化支援
【事業概要】
京北地域のまちづくり活動や各種まつりに対して活動
支援を行います。
【予算額：300万円】

京北夏まつり及び京北ふ
るさとまつりの開催

〇京北夏まつり（8月16日）
〇京北ふるさとまつり（11月3日）

右京区役所
（京北出張所）

14

「世界一美しいまち・京都」の推進
【事業概要】
門掃き・一斉清掃時の用具の貸出しや回収ごみの収集
等の支援を行い，美化活動の活性化を図るとともに，
ごみのポイ捨て禁止等の呼び掛けや不法投棄等まちの
美観を損うものの一掃に向けた取組を実施します。

市民，事業者及び行政の
協働により，「世界一美
しいまち・京都」の実現
を目指す。

右京区における一斉清掃の実施状況
　・件数：183件
　・参加者数：7.771人

環境政策局

15

観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト
【事業概要】
観光地のトイレについて，市民力，地域力をより一層
活かすとともに，民間活力の更なる導入を図りなが
ら，早急かつ計画的に「量」と「質」を充実させま
す。

・市内の公衆トイレ約20
箇所のリニューアルに着
手
・観光トイレ認定箇所の
拡大に向けた取組の推進

〇公衆トイレについて，市内9箇所の整備を実施
〇観光トイレについて，水尾自治会バス乗務員待合所観光トイレの
洋式化工事に対して助成（市内の新規認定は7件，認定箇所は計48
箇所）

環境政策局

16

地域防災計画の推進
【事業概要】
「京都市地域防災計画」の実行性確保のため，防災会
議，防災訓練を実施するほか，災害用備蓄物資や避難
所運営資機材の整備等を行います。

地域防災計画に基づいた
取組を幅広く推進

〇右京区防災会議を実施（6月4日）
〇太秦小学校，桂川運動公園等において京都市総合防災訓練を実施
　（9月1日）

行財政局

17

原子力防災対策の推進
【事業概要】
「京都市地域防災計画原子力対策編」に基づき，UPZ
（緊急時防護対策を準備する区域）圏内である京北上
弓削町上川行政区において，原子力防災訓練を実施す
るほか，測定機器の使用法，安定ヨウ素剤の調製等に
係る研修を行います。

万が一の原子力災害時
に，職員が迅速かつ的確
に対応できるよう取組を
推進

放射線防護研修会を実施（3月7日）
原子力防災訓練は隔年実施の
ため，30年度は実績なし

行財政局

18

スポーツ施設等整備
【事業概要】
西京極総合運動公園について，府内随一の広域・基幹
的施設として，各種大規模大会の会場にふさわしい機
能・水準の維持，向上を図るため，陸上競技場兼球技
場の管理諸室・トイレの　　改修等を行います。

陸上競技場兼球技場の
バックスタンド１階 ト
イレ改修工事を実施

改修工事を実施 文化市民局
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取組 目標 実績 備考 所属等

基本計画
重点方針

３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

19

保育所待機児童の解消（民間保育所等整備助成）
【事業概要】
待機児童ゼロの継続に向けた子育て環境の充実のた
め，受入枠拡大に向け保育所等整備を進めます。
・「安井保育園」
　整備区分 老朽改築及び定員増
　定  員   ９０→１２０人
　所在地   右京区太秦安井北御所町
　助成総額 ６１百万円

待機児童ゼロの継続に向
けた子育て環境の充実

平成31年4月開所 子ども若者はぐくみ局

20

児童館整備
【事業概要】
京都市安井児童館（太秦安井奥畑町）について，安井
小学校内の敷地内に移転新築します。
・「京都市安井児童館」
　整備区分　移転新築
　所在地　  右京区太秦安井柳通町

児童館等の地域での子育
て支援機能の充実
（平成30年度中に新築工
事着工予定）

設計等の協議を進めるなどの移転に向けた準備を実施（3月着工）
移転先：右京区太秦安井柳通町9番地の4

令和元年度中に移転予定 子ども若者はぐくみ局

21

障害者生活介護事業所等整備助成
【事業概要】
福祉施設から地域生活へ移行する方の居住の場や障害
のある方が家族と離れても円滑に地域生活を送ること
のできる場として期待され，「はぐくみ支え合うま
ち・京都ほほえみプラン」においても掲げているグ
ループホーム（共同生活援助）の設置促進事業に対し
て補助を行います。
事業目的　　　　グループホームの創設
施設種別・定員　グループホーム
（定員１０名，短期入所１名併設予定）
所在地　　      右京区梅ケ畑

平成31年4月開所予定 平成31年4月開所 保健福祉局

22

地域連携型空き家対策促進事業
【事業概要】
地域のまちづくり活動として空き家対策に取り組む場
合，専門家の紹介などの必要な支援のほか，活動費用
の一部補助を行います。

地域主体の空き家対策に
取り組んでいる地域の全
市展開

京北地域，宕陰学区で取組を継続 都市計画局

23

道路のり面維持保全計画(第1期)の推進
【事業概要】
豪雨等により災害が発生する可能性のある道路のり面
について，計画に基づいた防災対策を進めます。
（一般国道162号，主要府道京都日吉美山線 等）

点検及び工事，用地買収
等の防災対策を進める。

防災対策を推進 建設局
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取組 目標 実績 備考 所属等
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重点方針

３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

24

いのちを守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト
（京北周山地域浸水対策）
【事業概要】
桂川と弓削川が合流する右京区京北周山地区における
浸水被害の軽減に向けて，既設の周山樋門，寺田樋門
に地区内の雨水等を強制的に排水する常設の可搬型ポ
ンプを設置します。

常設の可搬型ポンプを設
置し，周山地区の浸水被
害の軽減を　図る。

周山樋門及び寺田樋門に可搬型ポンプを設置 建設局

25

普通河川奥殿川河川改良
【事業概要】
普通河川奥殿川において，線形不良箇所を解消する河
川改良を実施します。

線形改良に向けた詳細設
計を実施する。

設計を実施（令和元年度も継続） 令和元年8月に完了予定 建設局

26

「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」の推進
【事業概要】
橋りょうの耐震補強と老朽化修繕を並行して効率的，
効果的に推進するため，５年を区切りとし，具体的な
目標を示した「いのち守る橋りょう健全化プログラ
ム」第２期プログラム（平成29年度～平成33年度）を
推進します。

松尾橋：補修工事の推進 補修工事の推進 建設局

27

地震対策事業（災害用マンホールトイレの整備）
【事業概要】
災害時にも衛生的な生活環境を確保するため，避難所
となる小中学校等に災害用マンホールトイレ（地下部
分）を整備します。

蜂ヶ岡中学校，広沢小学
校への設置

嵯峨野小学校，広沢小学校への設置 上下水道局

28

浸水対策事業
【事業概要】
大雨からまちとくらしを守るため，国道９号阪急京都
線アンダーパス周辺における浸水対策として，西部１
号・２号分流幹線を整備します。

整備着手 整備着手 上下水道局

29

我が家の防災行動シール
【事業概要】
我が家の防災行動シールの配布及びポスターの掲示を
通じて，地震発生時における「地域の集合場所」，水
災害及び土砂災害発生時の緊急避難場所等の周知を図
り，災害発生時における適切な行動について啓発を行
います。

自主防災会等を通じて，
年度内の配布を目指す。

学区自主防災会の協力を受け，7学区に配布（合計26学区） 消防局

支
え
合
い
助
け
合
う
ま
ち
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取組 目標 実績 備考 所属等

基本計画
重点方針

３０年度　重点取組

平成３０年度　右京区運営方針関連事業総括表
明朝体は，関連する局等の事業

1

右京学生地域活動サポート隊
【事業概要】 【予算額：１
０万円】
「学生の力を求める」地域団体等と地域・社会貢献の
意欲がある学生をマッチングすることにより，学生の
学び・経験，更には地域活動等の活性化につなげま
す。

マッチング件数10件

　地域活動に関心を持つ学生と，学生の力を必要とする地域をマッ
チングする「右京学生地域活動サポート隊」事業を実施
　・サポート隊員数：9名
　・地域からの募集数：17件
　・マッチング数：10件

右京区役所
（地域力推進室）

2

右京区選挙サポーター
【事業概要】 【予算額：４
５万円】
右京区学生選挙サポーターが，区内小学校等で選挙出
前授業を実施するとともに，右京区民ふれあいフェス
ティバルや学園祭で若年層への啓発活動を行います。
また，選挙権が18歳以上に引き下げられたことを契機
に若年層に対する意識アンケートを学園祭等で実施
し，その結果も分析しながら啓発活動を更に充実させ
ます。

選挙出前授業などを通し
て，若年層に対する啓発
活動を行う。
また，若者が多く集まる
イベントに参加するな
ど，若年層の政治意識や
投票率の向上を図る。

○外部講師による選挙啓発に関する講演会及び勉強会（6月29日）
〇若者リーダーフォーラムへの参加　(9月)
○右京区内の小学校での選挙出前授業実施（2月）
○鳴滝総合支援学校での選挙出前授業実施（2月）

右京区役所
（地域力推進室）

大
学
連
携
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