
目標 実績 備 所属等

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

・定例ミーティング：計6回開催，プロジェクトメンバー及び関心のある区民と共にミーティングを行
い，事業計画やエコクッキングイベントに向けた施策を実施
・エコクッキングイベント：平成26年2月7日久我地域の野菜を用いた料理教室の実施（参加者19名）

地域力推進室

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

・啓発資料の作成，配布:「夏休みお出かけプラン」，「ＭＭニュース（4回配布）」
・ワークショップの開催（4回）:「バスにお絵かき」イベントの実施

伏見区役所
地域力推進室
神川出張所

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

・平成26年3月末時点，35学区中30学区がエコ学区(伏見:20学区，深草:3学区，醍醐:7学区)
・エコ学区に対して支援物品の配布
・希望する学区（3学区）に対して，省エネ等についての学習会の開催

環境政策局

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

・種智院大学，ＮＰＯ法人防災白熱アカデミィが新規参画
・京都市歴史資料館の歴史講座を連続講座に位置付け，講座の充実を図った。
・参加者は約2,500名

地域力推進室

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

・琵琶湖疏水（鴨川運河）に関心を寄せる地域の学生や有識者を中心に10月に「鴨川運河会議」を発
足。会議やワークショップを重ね，「鴨川運河100の視点」冊子の原案を制作
・「ふかくさ自然環境再生ネットワーク推進委員会」で不法投棄撲滅に向けた取組として大岩山一斉清
掃ウォークや深草トレイルの維持管理（竹柵整備など）を実施

深草支所地域力
推進室

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
・「横大路ルネッサンス・プロジェクト会議」の開催（8月）
・区民活動支援事業を活用した「第4回草津湊鱧街道祭り」への支援（10月）

伏見区役所
地域力推進室

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

・「京都市成長産業創造センター（ACT　Kyoto）」の開所（平成25年11月）
・土地所有者に対する支援制度の実施（2件）
・自転車とバスの相互利用の促進による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
422人)
・企業敷地における緑化を推進する助成事業の実施（2件）
・らくなん進都わくわく探検隊の実施（保護者含め45人）

産業観光局，
都市計画局

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）

・区民が主体的に実施するまちづくり活動を支援する。（補助事業数:33事業（前年度からの継続14事
業を含む））
・市民しんぶん等への掲載
・活動事例集の作成

地域力推進室

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

・定例会（毎月1回）：まちづくり活動へのチーム作りを行い，ワークショップ形式での議論を実施
（参加者総数 569名）
・まちづくり活動の充実を図るため，まちづくりの手法及び広報活動に関する講座を開講
・ふれあいプラザ：ふしざくブースを設置し，参加者とともに集客に係る広報活動等を実施
・成果発表会（2回）：各チームの活動報告を共有（参加者総数 6月:74名，3月:97名）

地域力推進室

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

・京都造形芸術大学が稲荷地域の住民との交流・フィールドワークを通じて企画した「まち歩きツ
アー」を支援
・深草町家キャンパスを地域と龍谷大学との交流の場として，ＮＰＯ法人が行う「伏見賢人講座」をは
じめとした地域活性化に向けた事業を支援
・4大学とＮＰＯ法人による食育イベント「五感でごはん」の開催を支援

地域力推進室

平成２５年度　　伏見区運営の総括表

基本方針・重点方針
25年度重点取組

取組名

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

重点方針（１）　伏見区基本計画に基づく取組を推進します



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

・柴田屋敷町のちびっこ広場について，地域住民自らがワークショップ形式で様々な提案を行い，それ
を具体化していく取組を支援
・深草総合庁舎を活用し，敷地の空きスペースにおけるフジバカマ育成を通じた地域交流の取組や，コ
ミュニティーホールにおける「藤森ジャズフェスタ」の開催を支援
・疏水沿いにおいて地域が行う「桜並木ライトアップ」等の取組を支援

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

・商店街が「ふかふか家」等で開催する「まるごとサロンの日」や，「ふかくさ１００円商店街」など
の取組を支援
・「いなり，こんこん，恋いろは。」のアニメ放映を機に商店街が行う地域活性化の取組を支援
・高齢者福祉と地域交流の促進を目的とした「深草くらし安心フェスタ」の開催を支援

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
・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

・醍醐地域にお住まいの小学生までの子ども達が，地域にある公園や史跡などで再発見した「楽しさ」
「よろこび」「感動」などをテーマに描いた絵画を展示

醍醐支所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）斜体　関連する局重点事業

目標 実績
備
考

所属等

14 みんなでつくろう　健康醍醐
・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

「みんなでつくろう健康醍醐」の開催（10月）（参加者数：357名）
・体力測定及び運動コーナーの設置，健康に関する情報等の展示
・地域の団体等が実践している運動等の取組の照会及び実技の実施
・地域の団体等の活動についてステージにて発表

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

・伏見区地域福祉推進委員会を1回，伏見ブロック部会を2回開催。講演会等を実施
・伏見区民生児童委員会の協力のもと「すくすくふしみっ子」訪問事業を三モデル学区で実施
・南部障害者自立支援協議会を主体に「障がい児者の地域生活を考える伏見区民のつどい2014」を開催
・伏見区地域包括支援センター運営協議会を３回開催。また，「地域における見守り活動促進事業」及
び「一人暮らしの全戸訪問事業」への支援を実施

支援課（支援保
護課）

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

・健康づくりサポーター及び伏見禁煙サポーターの養成講座の実施
・元気ひろば（伏見・神川）の開催　延96回実施，6,501人参加
・地域出張型健康教室（親子で楽しむ健康教室，健康づくり出前教室，食中毒予防衛生講習会等），思
春期健康教室の実施
・青年期からの健康づくり「ずっとステキ女子でいたい 女性のための健活・美活講座」の実施
・子どもたちの安心・安全プロジェクト「美・ママになろう」の実施
・こころの健康を考えるつどい，精神保健福祉講演会及び地域懇話会の実施

保健センター

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

・母子健康手帳発行時面接の実施
・こんにちはプレママ訪問の実施
・医療機関との連携による子育て支援の実施
・こんにちは赤ちゃん事業の実施
・育児支援家庭訪問事業の実施
・育児支援ヘルパー派遣の実施

保健センター
（健康づくり推
進課（室），子
ども支援セン
ター

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

・「横大路運動公園整備実施計画（案）」及び「三川合流地域等におけるスポーツ施設整備推進のた
めの戦略プラン(案）」を策定（平成26年3月）

文化市民局

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

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

・伏見区自主防災会ブロック会が実施する防災対策の支援
・学区総合防災訓練における避難所開設，運営訓練等に際して，具体的な訓練内容の検討や訓練の進行
等を支援
・避難所運営マニュアルの作成を支援

地域力推進室

⑤安心安全で，人にやさしい便利なまちをめざします

基本方針・重点方針
25年度重点取組

取組名



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

・深草管内5学区及び龍谷大学，伏見工業高校などによる「安全・ゆったり本町通」の会を10月に立ち
上げ，基本方針原案作成のためのフィールドワークやワークショップ等を開催
・藤城地域の生活交通導入に向けた取組について，歩くまち京都推進室と連携して支援

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

・岡田山撤去後の跡地利用構想の素案づくりを支援
・伏見工業高校の生徒らと共に七瀬川において水質調査及びフィールドワークを実施

深草支所
地域力推進室

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

・出入庫線工事の完成により，立体交差化事業完了
・関連道路及び駅前広場の完成

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

平成25年5月7日から業務開始（区民交流スペースは5月13日から供用開始）
・受付業務件数（児童手当：777件，こども医療：1,280件，高校進学・修学支援金：15件）
・区民交流スペース（多目的室：利用実績276件，交流ロビー：地元の方の地域交流や簡易な打合せに
利用されている。）
・災害時のための物品の備蓄倉庫を設置

神川出張所，
文化市民局

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

・区ホームページを利用し，制度改正等の周知を行った。
・独自に作成した申請書等の記入マニュアルを活用することにより，担当者以外でも初期の窓口対応が
可能となり，速やかな申請受付が行えた。
・市民サービスの向上を目指し，各種職員研修の実施

全課

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

・滞納整理計画に基づいた催告，滞納処分を実施し，市税は目標徴収率を達成
・滞納早期からの粘り強い催告の実施等，方針に基づく取組を実施し，介護保険料の普通徴収は目標徴
収率を概ね達成
・国保料徴収率向上対策本部の方針に基づき，きめ細かい納付折衝とともに滞納処分の取組を実施

税関係課
福祉介護課
支援課（支援保
護課）
保険年金課

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
　生活保護受給者のうち稼働能力のある方に対しては，個々の状況や能力に応じて，ハローワークとの
連携や就労支援員派遣事業，就労意欲喚起等支援事業等の活用により，継続的に就労支援を行い，就労
の開始や保護からの自立に至った。

保護課（支援保
護課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）斜体　関連する局重点事業

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


