
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏伏見見区区運運営営方方針針  

平成２５年度 
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伏見区役所 

深 草 支 所 

醍 醐 支 所 

「住みたい，住み続けたい」と実感できる 

伏見区の実現に向けて， 

区民が主役のまちづくりを力強く進めます。 
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「伏見区運営方針」は，当該年度の伏見区の重点方針や重点取組を区民の皆様に

お示しすることで，区役所の説明責任を果たすとともに，区民の皆様との情報共有

を図ることを目的に策定しております。 

平成 25 年度は，伏見区基本計画の着実な推進に向けて，「区民提案・共汗型まち

づくり支援事業予算」を充実させるとともに，市役所の関係部署ともしっかりと連

携しながら，区民の皆様が主役のまちづくりを力強く進めてまいります。 

 同時に，市民サービスの更なる向上を目指し，区民の皆様の目線に立った，わかり

やすく，ていねいな窓口応対を実践するとともに，神川出張所の移転・機能充実をは

じめとする区役所機能の強化につきましても推進してまいります。 

 私ども区職員は，区長・担当区長を先頭に，区民の皆様との信頼関係を大切にし，

区民の皆様と共に「住みたい，住み続けたい」と実感できる魅力ある伏見区となる

よう，全力を傾注してまいります。区民の皆様におかれましては，引き続き，区政

への御理解，御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

            

１ 区民の皆様へのメッセージ 

伏見区長 

水口 重忠 

醍醐担当区長  

浅野 信之 

深草担当区長 

安井 由美子   

 

醍醐地域のイメージキャラクター 

  もちもちぃん 

深草地域のマスコットキャラクター 

深草うずらの「吉兆（きっちょう）くん」 

伏見区シンボルマーク 
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  ２ 平成２５年度の重点方針と取組の一覧です  

 

（注）斜体 関連する局重点事業 

目標 所属等 取組名 実績

1 伏見エコライフプロジェクト
・環境活動に関わる人への取材活動と
情報発信
・区民参加型交流イベントの実施

地域力推進室
エコライフスタイル「伏見です
む」
～エコライフ・プロジェクト～

・ウェブサイトの制作
・環境活動の取組取材と情報発信
　（伏見のエコな人図鑑）
・伏見のめぐみ交流イベント実施

2
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

・公共交通（バス）を身近に感じてもらう
ための情報や定期的なＭＭニュースの
発信

地域力推進室
神川出張所

久我・久我の杜・羽束師地域
のまちづくり

・薬膳講習会の実施
・ふれあい農業体験の実施
・地域の今昔写真の収集・展示
・歴史的建築物の調査　　など

3 「エコ学区」事業の拡充
・区民のエコ活動への支援
・27年度までにエコ学区を全学区に拡
大

環境政策局
低炭素のモデル地区「エコ学
区」事業

・下鳥羽学区：学区発の地域実験事業
実施，藤城学区，春日野学区：うちエコ
診断事業及び省エネ学習会の実施

4
「伏見連続講座-ふれて、しっ
て、みて伏見-」の開講

・新たな大学・団体の参画
・参加者層の拡大

地域力推進室
「伏見連続講座-ふれて、しっ
て、みて伏見-」の開講

・2団体が新規参画
・全16講座に2,134名が参加

5 まちが人を育むプロジェクト

・地域の力や未来の担い手となる若者
の創造力を生かし，琵琶湖疏水をはじ
めとする地域資源を守り，育て，活用
し，次代に継承していく取組の支援

深草支所
地域力推進室

ふかくさ自然環境再生ネット
ワーク

・深草トレイルの整備・管理
・深草トレイルマップの作成，ホーム
ページやスマートフォン，音声観光ガイ
ド等による情報発信

6
伏見ルネッサンスプランの推
進

・プランの具体化，事業の推進
伏見区役所
地域力推進室

伏見ルネッサンスプランの推
進

・横大路まちづくり協議会の設立
・第３回草津鱧海道祭りの開催　など

7
らくなん進都のまちづくりの推
進

・土地所有者に対する支援制度の実施
・地区内の公共交通利用環境の向上
・企業への緑化助成事業の実施
・ものづくり見学会の実施等
・技術の橋渡し拠点（仮称）の平成２５
年９月竣工，平成２５年１１月開所

産業観光局，
都市計画局

らくなん進都のまちづくりの推
進

・土地所有者に対する支援制度の拡
充（９件）
・地区内の公共交通利用環境の向上
（駐輪場の設置，登録者数３０８人）
・企業への緑化助成事業の実施（１件）
・公共交通マップの作成等（１０，０００
部）

8 伏見区区民活動支援事業
・３０事業の採択
・採択事業への支援策の充実（広報面
でのサポート等）

地域力推進室 ・区民活動支援事業の実施 ・１９事業を採択

9
伏見をさかなにざっくばらん
（ふしざく）

・事業提案から実際のまちづくり活動ま
でのサポート体制の充実

地域力推進室
絆づくり・「伏見力」増進～絆
づくり・プロジェクト～の推進

・伏見をさかなにざっくばらんの開催（10
回・参加総数558名）
・ふしざくをきっかけとしたまちづくり活
動グループの誕生

10 大学・地域連携事業

・大学やまちづくり関係団体との連携の
下，大学の知や学生のパワーを地域課
題の解決や活性化につなげ，地域社会
を支える人材として育む取組を支援

地域力推進室

11 公共空間利活用支援事業

・地域のにぎわい創出とコニュニティ活
性化のため，公共空間を地域交流の場
として利活用することを希望する地域団
体や学生等の取組の支援

地域力推進室

12
深草まるごとつながりプロジェ
クト

・「ふかふか家」を核にした地域交流事
業や商店街活性化事業，お年寄りが住
み慣れた地域で自分らしく暮らせるまち
を目指して行われる事業の開催を支援

深草支所
地域力推進室,
支援保護課

ふかくさ「商（にぎわい）・活
（いきがい）・笑（わらい）」創
生事業

・深草暮らしの交流サロン「ふかふか
家」オープン
・ふかくさ100円商店街を開催（2回）

13
だいごっこ　絵画コンクール
（仮称）

・絵画コンクールの開催
・優秀作品の公共施設等での展示
・作品が掲載されたリーフレットの配布

醍醐支所
だいごっこ　おでかけマップ作
成事業

・だいごっこ　おでかけマップの作成

①循環型社会の要を担い，環境共生・低炭素社会の魁をめざします

③伏見力を活かし，「新しい京都」のまちづくりを牽引します

②自然と歴史がいきづく地域の魅力を学び，発信します

④地域のコミュニティが人を育み，すこやかな暮らしを支えるまちをめざします

24年度重点取組

取組名

25年度重点取組

重点方針（１）　伏見区基本計画に基づく取組を推進します
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目標 所属等 取組名 実績

14
みんなでつくろう　健康醍醐
（仮称）

・地域の団体等が実践している運動等
の取組の紹介
・健康に係る講演会や体力測定
・健康に関する情報の展示

醍醐支所

15 福祉ネットワークの充実

・伏見区地域福祉推進委員会及びブ
ロック部会の開催及び取組の実施
・児童，障害者及び高齢福祉の各分野
における福祉の担い手によるネットワー
ク形成への支援

支援課（支援保
護課）

福祉ネットワークの充実

・伏見区地域福祉推進委員会（1回）及
びブロック部会（４回）の開催
・児童，障害者及び高齢福祉の各分野
における福祉の担い手によるネットワー
ク形成への支援

16 地域へ広げる健康づくり

・健康づくりサポーター，禁煙チャレンジ
サポーターの養成及び活動の支援の
継続
・地域出張型教室の充実
・乳幼児期・思春期の心身の健康づくり
の推進
・こころの健康づくり事業の推進

保健センター 地域へ広げる健康づくり

・健康づくりサポーター（38名）禁煙チャ
レンジサポーター（2名）の養成
・地域出張型健康教室の実施（37回）
・乳幼児期・思春期の心身の健康づくり

17
妊娠期からの母子保健の充
実

・母子健康手帳交付時妊婦健康相談
・こんにちはプレママ事業
・医療機関との連携による子育て支援
及び児童虐待の未然防止
・こんにちは赤ちゃん事業
・育児支援家庭訪問事業
・育児支援ヘルパー派遣事業
・すくすくふしみっ子事業

保健センター
（健康づくり推
進課（室），子
ども支援セン
ター

妊娠期からの母子保健の充
実

・こんにちはプレママ事業
・こんにちは赤ちゃん事業
・育児支援家庭訪問事業
・育児支援ヘルパー派遣
・子育て支援事業

18
「府市協調で進めるスポーツ
施設整備」に係る基本計画
等策定

・横大路運動公園の整備実施計画の
策定
・三川合流地域等におけるスポーツ運
動公園等の戦略プランの策定

文化市民局

19 福祉施設の整備助成 ・整備助成の実施 保健福祉局
福祉施設の整備及び整備助
成

・整備及び整備助成の実施

20 地域防災支援プロジェクト

・伏見区自主防災会ブロック会等の防
災関係団体との連携
・学区総合防災訓練（避難所運営訓
練）への支援・協力
・避難所運営マニュアルの作成支援

地域力推進室
地域防災・支えあいネット
ワーク事業

・伏見区自主防災会ブロック会等の設
立及び活動
・学区総合防災訓練（避難所運営訓
練）への支援協力
・避難所運営マニュアルの作成支援

21
くらしの安全・みんなの安心プ
ロジェクト

・交通問題や生活安全等の解決に向け
た地域と関係機関が連携した体制構築
・交通不便地域における生活交通導入
に向けた地域の自主的取組の支援

深草支所
地域力推進室

22
大岩街道周辺地域の良好な
環境づくりの推進

・岡田山撤去後の跡地利用構想の素案
づくりを支援
・地域・学校等との協働で，地域の環境
改善に向けた機運の醸成

深草支所
地域力推進室

大岩街道周辺地域の良好な
環境づくりの推進

・民間事業者による岡田山撤去の誘導

23 京阪本線淀駅周辺整備事業

・出入庫線高架工事
・関連道路（北側道線・南側道線）の整
備工事
・駅前広場整備工事

建設局

24
神川出張所の移転及び機能
充実

・児童手当，こども医療，高校進学・修
学支援金の受付業務の開始
・区民交流スペースの設置

神川出張所，
文化市民局

神川出張所整備 ・久我の杜センター棟の整備

25 市民サービスの向上

・制度改正等の周知
・申請書等の記入マニュアルの活用
・関連部署との連携を深めることによ
る，より迅速な市民対応

全課 市民サービスの向上
・「窓口サービス評価・実践制度」のアン
ケートの実施等

26 市税等徴収率の向上

・「はばたけ未来へ！京プラン」に掲げ
る目標徴収率の達成
・滞納整理計画に基づいた催告，滞納
処分の実施

税関係課
福祉介護課
支援課
（支援保護課）
保険年金課

市税等徴収率の向上
・滞納整理計画に基づいた催告，滞納
処分等の取組の実施

27
生活保護受給者に対する就
労支援の促進

・自立・就労支援の促進
保護課（支援保
護課）

生活保護の適正化 ・自立・就労支援の促進

重点方針（２）　区民の皆様の目線に立ったサービスの提供と区役所機能の強化を行います

⑤安心安全で，人にやさしい便利なまちをめざします

25年度重点取組 24年度重点取組

取組名
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３ 平成２５年度は，次の施策・事業に重点的に取り組みます！ 

 平成 25 年度は，伏見区基本計画の着実な推進に向けて，「区民提案・共汗型まちづくり支援

事業予算」（10 ページ参照）を充実させるとともに，市役所の関係部署ともしっかりと連携しな

がら，以下の重点方針に基づいた具体的な施策及び事業に取り組んでまいります。 

 

 基本計画に掲げる「伏見区全域の５つのまちづくりの取組目標」の実現に向けた取組を進めま

す。 

 
 

 
 

 
 区民が主役のエコライフ活動の実践に向け，市民活動団体，事業者，行政等の交流・連携を促

進しつつ，区民一人ひとりが環境にやさしい行動をするきっかけとなる事業展開と情報発信を目

指します。 

・環境活動に関わる人への取材活動と情報発信 

・区民参加型交流イベントの実施 

 

 
 地域の将来像を実現するための方針を定めた，「久我・久我の杜・羽束師地域の総合的なまち

づくりビジョン」に掲げる “公共交通優先のまちへの転換”を目指すため，過度なクルマ利用

を控え，歩くこと，公共交通等を利用することへの転換を促す取組であるコミュニケーション施

策（モビリティ・マネジメント（ＭＭ））を，同地域において効果的に推進します。 

・公共交通（バス）を身近に感じてもらうための情報や定期的なＭＭニュースの発信 

 

 
環境にやさしい取組を進めていく「エコ学区」の活動について，これまでのモデル学区の取組

の成果と課題を踏まえ，更に多くの学区に拡大していくよう支援します。 

 

 

①  循環型社会の要を担い，環境共生・低炭素社会の魁をめざします  

②  自然と歴史がいきづく地域の魅力を学び，発信します  

③  伏見力を活かし，「新しい京都」のまちづくりを牽引します  

④  地域のコミュニティが人を育み，すこやかな暮らしを支えるまちをめざします  

⑤  安心安全で，人にやさしい便利なまちをめざします  

 

３ 「エコ学区」事業の拡充 

環境政策局 

 

２ 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 

伏見区役所 地域力推進室，神川出張所 

 

１ 伏見エコライフプロジェクト 

地域力推進室 

 

重点方針（１） 伏見区基本計画に基づく取組を推進します 

 

さきがけ 
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４ 「伏見連続講座-ふれて、しって、みて伏見-」の開講  

                                                  地域力推進室 

 

 
 

 「伏見ですむ」人が地域の魅力や資源を再発見し，伏見の魅力「伏魅力」を内外に発信してい

く取組として，区内大学・地域団体が連携し，それぞれの特色を生かした幅広い分野から，講演

会や体験学習等を実施します。 

・新たな大学・団体の参画 

・参加者層の拡大 

 

 
 まちに「ひと」が生かされ，人の営みが「まち」を形作るという理念の具体化に向け，地域の

力や未来の担い手となる若者の創造力を生かし，深草の魅力ある景観を形成している「琵琶湖疏

水」をはじめとする地域資源を守り，育て，活用し，次代に継承していく取組を支援します。 

 

 

 

 

 

 
横大路地域の住民・事業者と本市が協働して，「伏見ルネッサンスプラン」（平成 19 年 3 月策

定）に基づく取組を進め，横大路地域の再生，さらには京都市南部地域全体の活性化を目指しま

す。 

 

 
 最先端の大学の研究成果を事業化につなげる「技術の橋渡し拠点」（１１月開所予定）の整備，

戦略的企業誘致の推進や京都駅とらくなん進都※１とを直結するバス等による交通利便性の向上，

緑化の促進等による快適な都市環境の創出，住民・企業・行政等が協働した交流活動を促進する

とともに，「スマートシティ京都プロジェクト」による地域特性に応じたスマートコミュニティ※

２の構築など，総合的なまちづくりを推進することにより，「新しい京都を発信するものづくり拠

点」の実現を目指す。 

 
※１ らくなん進都・・・新しい京都を発信するものづくり拠点としてまちづくりを進めている地域。油

小路通を中心に，おおむね十条通，宇治川，東高瀬川，国道 1 号に囲まれた約 607ha 

※２ スマートコミュニティ・・・ICT（情報通信技術）を活用して，再生可能エネルギーの地産地消を推

進し，省エネ活動を促進するとともに，交通システムの最適化やライフスタイルの転換までも目指す社

会 

 

 

 

６ 伏見ルネッサンスプランの推進      

 伏見区役所 地域力推進室 

５ まちが人を育むプロジェクト 

                                           深草支所 地域力推進室 

 

７ らくなん進都のまちづくりの推進      

都市計画局，産業観光局 

 

けんいん 
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１２ 深草まるごとつながりプロジェクト  

深草支所 地域力推進室，支援保護課 

 

１３ だいごっこ 絵画コンクール（仮称）                               

醍醐支所 

 
 

 
 伏見区におけるまちづくりの将来像の実現を目指して，区民が自主的に企画し，実践する事業

を公募し，基本計画の実現に資すると認められる事業に対して，今年度は予算枠を拡充して，補

助金の交付等により支援します。（募集期間 ４月１５日～5 月 15 日） 

・３０事業程度の採択 

・採択事業への支援策の充実（広報面でのサポート等） 

 

 

 伏見区への熱い思いをお持ちの方が集まる場を提供し，参加者が伏見のまちへの思いをざっく

ばらんに出し合いながら，ワークショップ形式で議論を深め，区民が主役のまちづくり活動を生

み出していきます。 

・事業提案からまちづくり活動の実践に至るまでのサポート体制の充実 
 

 

 龍谷大学「深草町家キャンパス」やまちづくり関係団体との連携の下，大学の知や学生のパワ

ーを地域課題の解決や地域活性化につなげ，地域社会を支える人材としての学生の力を高め，育

む取組を支援します。 

 

 

 身近なちびっこひろばや公園，庁舎等の公共空間を，地域交流や文化交流の場として利活用す

ることを希望する地域団体やＮＰＯ，学生等の取組を支援し，地域のにぎわい創出と地域コミュ

ニティの活性化を図ります。 

 深草暮らしの交流サロン「ふかふか家」を核にした地域交流事業や商店街活性化事業をはじめ，

お年寄りが住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちを目指して行われるイベント等の開催を

支援し，あらゆる世代が，互いを思いやり，支え合うまちづくりを進めます。 
 

 児童や保護者が醍醐地域に愛着を持ち，安心して子どもを生み育てられる環境のより一層の充

実に寄与するため，子育て支援を行っている各種団体の取組をサポートしていきます。 

・地元の各種団体の企画・運営による絵画コンクールの開催 

・優秀作品の公共施設等での展示 

・作品が掲載されたリーフレットを保育園等へ配布 

８ 伏見区区民活動支援事業  

                                                 地域力推進室 

９ 伏見をさかなにざっくばらん （ふしざく）  

地域力推進室 

 

１１ 公共空間利活用支援事業  

地域力推進室 

 

１０ 大学・地域連携事業  

地域力推進室 
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１４ みんなでつくろう 健康醍醐（仮称）  

醍醐支所 

  日頃から，地域において健康保持に向けて主体的に取り組まれている団体が，その活動内容を，

実技を交えて広く紹介するとともにあわせて講演会を実施するなど，地域全体で個人の健康を守

る環境づくりを推進していくために当該取組をサポートします。 

・地域の団体等が実践している運動等の取組の紹介 

・健康に係る講演会や体力測定 

・健康に関する情報の展示 

 

 

 
各地域における民生・児童委員や老人福祉員，伏見区社会福祉協議会や各分野の関係機関等が，

これまで以上に活発な活動をしていただけるような体制を構築するとともに，地域のネットワー

ク構築のために関係機関への総合的な支援を行います。 

・伏見区地域福祉推進委員会及びブロック部会の開催及び取組の実施 

・児童，障害者及び高齢福祉の各分野における福祉の担い手によるネットワーク形成への支援 

 

 
 地域出張型の健康教室や関係機関，地域住民との協働で健康教室事業を開催することにより，

健康づくり活動を地域に浸透させ，心身の健康づくりや感染症に対する意識・関心を高めていき

ます。 

・健康づくりサポーター，禁煙チャレンジサポーターの養成及び活動の支援の継続 

・地域出張型教室の充実 

・乳幼児期・思春期の心身の健康づくり（親子で楽しむ健康教室の実施回数増，子育て支援機関

等に対する啓発活動，思春期健康教育の充実） 

・こころの健康づくり事業の推進（伏見区こころの健康を考える集い，精神保健福祉講演会，地

域懇話会） 

 

 
 近年，少子化，核家族化の進行とともに，子育ての孤立化が進み，育児不安を抱える母親が増

えています。そこで，「京都市未来こどもプラン」に基づき，安心して妊娠・出産できる環境づ

くり及び乳幼児の健やかな発育・発達と育児不安を軽減するための支援等を行います。 

・母子健康手帳交付時妊婦健康相談 

・こんにちはプレママ事業（妊娠中の訪問支援） 

・医療機関との連携による子育て支援及び児童虐待の未然防止 

・こんにちは赤ちゃん事業（生後 4 か月までの赤ちゃん訪問） 

・育児支援家庭訪問事業 

・育児支援ヘルパー派遣事業 

・すくすくふしみっ子事業（※）  
※地域の主任児童委員等が赤ちゃんの生まれた家庭を訪問，地域の遊び場や子育てサロンの情報を届ける

子育て応援事業（こんにちは赤ちゃん事業訪問後，希望された方を訪問。一部の地域で実施） 

１７ 妊娠期からの母子保健の充実 

保健センター（健康づくり推進課（室））・子ども支援センター 

 

１６ 地域へ広げる健康づくり  

保健センター 

１５ 福祉ネットワークの充実                           

支援課（支援保護課） 
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 横大路運動公園，三川合流地域等（※）におけるスポーツ施設の整備について，府市による協

議会を立ち上げ，利用者や地元の意向等も取り入れながら，府市協調事業として推進します。 

※ 三川合流地域等…本市の淀地域と八幡市，大山崎町，枚方市等との境に位置する「桂川，宇治川，木津

川」の合流地点の周辺エリア 

 

 
 区内での福祉施設の機能強化を図るため，福祉施設の整備助成を行います。 

・生活介護事業所等整備助成【なごみデイサービス（仮称）】 

・小規模多機能型居宅介護拠点建設助成【長啓会桃山（仮称）】 

・認知症高齢者グループホーム建設助成【長啓会桃山（仮称）】 

 

 
 

 
 防災意識を高める活動や避難所開設・運営を含む災害対策，要配慮者対策に向けた区民の自主

的な活動を支援・促進します。また，伏見区の防災関係機関とともに区民参加の伏見区総合防災

訓練を実施し，地域と行政の更なる連携を推進します。 

・伏見区自主防災会ブロック会等の防災関係団体との連携 

・学区総合防災訓練（避難所運営訓練）への支援・協力 

・避難所運営マニュアルの作成支援 
 

 
 身近な交通問題や生活安全等の問題解決に向けて，地域や関係機関が連携し，継続的に取り組

んでいく体制を構築するとともに，交通不便地域における生活交通導入に向けた地域の主体的な

取組を支援します。 

 

 
 「大岩街道周辺地域の良好な環境づくりに向けたまちづくりの方針」に沿ったまちづくりを誘

導するため，「岡田山地区・まちづくり協議会」による岡田山撤去後の跡地利用構想（地区整備

マスタープラン）の素案づくりを支援するとともに，関係各局との連携の下，地域や学校等との

協働で，周辺地域の環境改善に向けた機運を醸成していきます。 
 

 駅前広場，アクセス道路，高架緩衝側道を一体的に整備することで，安全・快適な歩行空間ネ

ットワークの強化と京阪本線淀駅のターミナル機能の強化（※）を図ります。 

※駅等を拠点とした多様な交通手段の乗換え，乗継ぎ機能 

２３ 京阪本線淀駅周辺整備事業 

建設局 

 

１９ 福祉施設の整備助成 

保健福祉局 

１８ 「府市協調で進めるスポーツ施設整備」に係る基本計画等策定 

文化市民局 

２２ 大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進  

深草支所 地域力推進室 

 

２０ 地域防災支援プロジェクト 

地域力推進室 

２１ くらしの安全・みんなの安心プロジェクト                

深草支所 地域力推進室 
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 区民の皆様の目線に立ったサービスの提供に努めるとともに，市民に最も身近な総合的な行政

サービス拠点として，また，個性を生かした魅力ある地域づくりの拠点として，区役所機能の強

化を進めます。 

 

 
 「久我・久我の杜・羽束師地域の総合的なまちづくりビジョン」の取組項目の一つである神川

出張所の移転，機能充実により，市民サービスの向上を図ります。 

・児童手当，こども医療，高校進学・修学支援金の受付業務の開始  

・区民交流スペースの設置 

 

 
 市民の目線に立った良質な市民サービスの提供に向けて，わかりやすく，ていねいな説明を行

うとともに，正確で迅速な事務処理を行います。  

また，制度改正等皆様にお知らせすべきことは，市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」，伏見

区ホームページ等を活用し，確実な周知に努めます。 

 

 
 税及び保険料負担の公平性を確保するため，納付相談等による自主的な納付を一層推進してい

くとともに，市税等の滞納者への効率的な財産調査や効果のある差押えを徹底するなどの取組を

強化し，徴収率の向上に努めます。 

・「はばたけ未来へ！京プラン」に掲げる目標徴収率の達成 

・滞納整理計画に基づいた催告，滞納処分の実施 

 

 
 生活保護受給者は，全国の傾向と同様，伏見区においても年々増加していますが，特に稼働年

齢層（１８歳～６４歳）の受給者が増加しており，伏見区の被保護世帯における高齢，母子，傷

病，障害以外の世帯の割合も全体の約２割を占める状況となっています。被保護者の更なる自立

の助長に向け，就労支援を行います。

重点方針（２） 区民の皆様の目線に立ったサービスの提供と区役所機能の強化を行います  

 

２４ 神川出張所の移転及び機能充実 

神川出張所，文化市民局 

２７ 生活保護受給者に対する就労支援の促進 

保護課（支援保護課） 

 

２６ 市税等徴収率の向上 

税関係課，福祉介護課，支援課（支援保護課），保険年金課 

保険年金課 

 

２５ 市民サービスの向上 

全課 
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４ 「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」の一覧です  
 
 

 

 基本計画の実現に向けた取組を推進していくため，地域のまちづくりを，区役所・支所が柔軟

かつスピーディにしっかりと支えていく協働の仕組みとして，「区民提案・共汗型まちづくり支

援事業予算」を平成 24 年度に創設しました。今年度は，当予算を充実させ，区民が主役のまち

づくり活動を更に活性化してまいります。 

 

ア 区民活動支援事業枠 

区民自らが取り組むまちづくり活動や，学区の安心安全に関する取組に対して，財政的支援を行う。 

  ○伏見区区民活動支援事業         ９，６２５千円 … ８  

 

イ 伏見力向上サポート事業枠 

区民主体のまちづくり活動を活性化するため，区役所がサポートし，活動を担う母体づくりを行う。 

○融合プロジェクト推進事業 ６，７３０千円  

・伏見エコライフプロジェクト  … １  

・伏見連続講座  … ４  

・伏見をさかなにざっくばらん  … ９  

○地域防災支援プロジェクト ３，４５０千円 …２０ 

  ○大学・地域連携事業 １，０００千円 …１０  

○公共空間利活用支援事業 １，０００千円 …１１ 

  ○久我・久我の杜・羽束師地域におけるﾓﾋﾞﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業  

  １，４００千円 … ２  

 ○まちが人を育むプロジェクト ７００千円 … ５  

  ○深草まるごとつながりプロジェクト ７７５千円 …１２  

  ○くらしの安全・みんなの安心プロジェクト １，５００千円 …２１  

  ○だいごっこ絵画コンクール（仮称） ５００千円 …１３  

  ○みんなでつくろう健康醍醐（仮称） １，５００千円 …１４  

 

 

区民の皆様と区役所が共に汗して，区基本計画の推進に向けた事業を実施する。 

○大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進    ４，０００千円  …２２ 

  ○伏見区基本計画進行管理                ２００千円 

   ○区民ふれあい事業                ８，７７０千円 

（１）区民提案型支援事業         ２８，１８０千円 

（２）共汗型事業             １２，９７０千円 
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区民の皆様からの御意見・御提案をお待ちしています。 

   

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ＵＲＬ：www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/ 
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伏見区役所地域力推進室 

〒612-8511 伏見区鷹匠町 39-2  

TEL：075-611-1295（直通） FAX：075-611-4716 

TEL：075-611-1101（代表） 

深草支所地域力推進室 

〒612-0861 伏見区深草向畑町 93-1  

TEL：075-642-3125（直通） FAX：075-643-7719 

TEL：075-642-3101（代表） 

醍醐支所地域力推進室 

〒601-1366  伏見区醍醐大構町 28  

TEL：075-571-6105（直通） FAX：075-573-1505 

TEL：075-571-0003（代表） 

 

 

 

みやびくん ことちゃん 

 京都市では，全国の京都ファンの方，京都市民の方の思いを，形ある施策として実現するために，「だいすき

っ！京都。寄付金」（ふるさと納税寄付金）を設けています。 

 この度，「応援メニュー」に「地域振興」が追加されました。ぜひとも，「伏見区」を応援してください。 

 寄付をいただいた場合，確定申告をすることで，所得税及び住民税の寄付金控除を受けることができます。 

検索 

 伏見区に寄付いただける場合は，寄付申出書の応援メニュー欄に， 

「文化・景観・環境・地域振興（伏見区）」と記載してください。 

申出書は，区役所・支所・出張所で配架中。詳しくは，ホームページを御覧ください。 

                 
だいすきっ！京都

  

  

 ★だいすきっ！京都。寄付金の御案内★ 

          わがまち「伏見区」を応援してください！！ 


