
目標 実績 備考 所属等

1 伏見エコライフプロジェクト

・区民参加型交流イベントの実施
・環境活動に携わる人への取材活動と情報発
信
・「伏見のエコな人図鑑」などのコンテンツの充
実

・地産地消をテーマに朝市を開催（年2回　来場者総数約800人）
・エコをテーマにした料理教室を開催（年2回　参加総数29人）
・伏見の恵みとなる資源（農作物，水，日本酒，エネルギーなど）や自然に関わる
人について，取材調査を実施（年間12件）
・過去2年間の取材内容をまとめた広報誌を作成（5,000部）

地域力推進室

2 エコまちステーション

・コミュニティ回収や使用済てんぷら油回収な
ど，地域の自主的なごみ減量の取組の支援
・地域のイベント等での，ごみ半減をめざす「し
まつのこころ条例」の推進に向けた，２Ｒ（リ
デュース，リユース）やごみの分別・リサイクル
の周知・啓発

・コミュニティ回収や使用済てんぷら油回収など，地域の自主的なごみ減量の取
組の支援
・地域のイベント等での２Ｒ（リデュース，リユース）やごみの分別・リサイクルの周
知・啓発

環境政策局

3
南部クリーンセンター第二工場（仮称） 建
替え整備事業

・建替え整備工事
・地盤を補強する工事，杭工事等と並行し土壌汚染対策工事を行い，8月からは
工場棟の地下躯体工事に着手

環境政策局

4 伏見連続講座-ふれて、しって、みて伏見- ・更なる内容の充実や参加者層の拡大
・伏見連続講座を開催（全25講座・参加者総数延べ2,138名）
・大学，地域団体等の計13団体が参加

地域力推進室

5 伏見ルネッサンスプランの推進 ・プランの具体化及び事業の推進

・第19回横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の開催
・ホームページ更新・充実「伏見ルネッサンスプラン～取組状況について～」
・横大路車庫駐輪場の照明設置

伏見区役所
地域力推進室

6
久我・久我の杜・羽束師地域のまちづくりの
推進

・モビリティ・マネジメントの取組による公共交
通の利便性向上

・啓発資料の作成，配布「ＭＭニュース（3回配布：7月，9月，3月）」
・「久我の杜（南行き）」，「久我御旅町（北行き）」のバス停に上屋及びバス接近表
示器等を設置した「バスの駅」が完成

・「MMニュース」発行の継続
伏見区役所
地域力推進室

7 伏見南部の観光振興

・外国人観光客へも対応したパンフレットやマッ
プ等の作成，新規や既存のイベントと連携した
取組
・公共交通機関を活かした，新規や既存のイベ
ントと連携した取組

・伏見南部地域へ外国人を含む観光客の周遊を促すための観光マップの作成
（15,000部）
・日本酒まつりに合わせたＰＲキャンペーンの実施
・交通局との連携により，既存のイベントの周知と一日乗車券の利用範囲である
ことをＰＲするポスターを市バス車内等に掲示（28年度中3回（万灯流し，神幸祭，
清酒まつり））

伏見区役所
地域力推進室

8 らくなん進都のまちづくりの推進

・土地所有者奨励金制度の拡充等による企業
集積の推進
・緑化助成による良好な都市環境の創出
・交通利便性の向上に向けたレンタサイクル
社会実験

・企業立地に協力する土地所有者への支援の実施（指定2件）
・緑化助成の周知や油小路通沿道及び東高瀬川の清掃活動を実施
・丹波橋駅においてレンタサイクル社会実験を実施（9～3月）

・引き続きらくなん進都にお
ける良好な都市環境の形成
や，更なる企業集積の推
進，公共交通の利便性向上
に係る取組を進めていく。
・実績の件数についてはらく
なん進都における伏見区の
件数のみを計上。

都市計画局

平成２８年度　　区運営の総括表

基本方針・重点方針
28年度重点取組

取組名

重点方針（１）　伏見区基本計画に基づく取組を推進します

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

＜様式２－２＞区共通様式 



9 伏見区区民活動支援事業
・支援事業制度の見直し・充実
・採択事業への支援策の充実

・区民が主体的に実施するまちづくり活動を支援（採択事業数：37）
・市民しんぶん等への掲載による広報支援
・活動事例集の作成

地域力推進室

10 伏見をさかなにざっくばらん

・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
・参加者間の連携を重視した活動の機会及び
場の拡大

・定例会（毎月1回）：区民主体のまちづくり活動チーム作り，ワークショップ（参加
者総数771名）
・ふれあいプラザ：ふしざくブースを設置し，参加者とともに広報活動等を実施
・定例会の運営について，新規参加者の参加・定着を促進するため，「はじめまし
てテーブル」の設置
・平成29年3月に，第5期の成果報告会を実施（参加者総数100名）

伏見区役所
地域力推進室

11 つながりと活力あるまち・深草
・「深まるねっと」による大岩神社周辺の整備活
動やワークショップを通じた人の輪づくり
・深草トレイルに英語版の標示やマップ追加

・深まるねっとの開催（計10回）による地域活動の担い手育成
・深草トレイル一斉清掃ウォーク及び大岩山一斉清掃ウォークの実施
・深草トレイルの維持管理を実施
・大学等との連携によるじゅんさい池や竹林の整備
・英語版深草トレイルマップの発行(3,000部)及び道標の英語表記追加

・深まるねっとはテーマを変
えて継続する。
・深草トレイルの維持管理及
びＰＲを継続する。

深草支所地域力推進室

12 おとなだいご塾
・次世代の地域活動の担い手の育成
・受講者の地域活動への参画

・まちづくりに興味のある方を対象としたまちづくりの知識や技術を学ぶことがで
きる専門性の高い講座を実施（計5回実施，117人参加）

醍醐支所地域力推進室

13
向島ニュータウンの活性化に係る取組の推
進

・「向島ニュータウンまちづくりビジョン」を策定
・同ビジョンを推進するための地域主体のエリ
アマネジメント組織を設立

・向島ニュータウンまちづくりビジョン検討会の開催（4回）
・向島ニュータウンのこれからを話し合う集いの開催（2回）
・ワーキンググループの開催（35回）
・向島ニュータウンまちづくりビジョンの策定（平成29年3月）

・向島まちづくりビジョン推進
会議（平成29年4月設立）に
おいて，向島ニュータウンま
ちづくりビジョンに掲げる取
組を推進
・「向島ニュータウンまちづく
りビジョン」に位置づけられ
た「アクションプログラム」実
施の支援

都市計画局
伏見区役所
地域力推進室

14 健康長寿プロジェクト

・健康情報の普及啓発リーフレット等の作成
・新たな健康づくりサポーターの育成，取組内
容や活動拠点の拡大
・健康づくりサポーターのスキルアップ講座を
実施

・健康づくりサポーター養成と活動支援
  養成講座　開催回数6回（参加者延39名）
　健康情報の普及啓発のために体操や健康情報に関するリーフレットを作成
（500部）
　伏見元気ひろば　開催回数47回（参加者延5,897名）
　神川元気ひろば　開催回数33回（参加者延1,525名）
　健康フェスタへの参加
　みなとげんき広場での体操普及啓発　開催回数3回（参加者延71名）
・健康づくりサポータースキルアップ教室  開催回数12回（参加者延171名）

伏見区役所
健康長寿推進課

15 健康長寿のまち・深草
・深草まるごと健康マップ
・深草疏水に相応しい「みんなのベンチ」の設
置等

・深草まるごと健康マップの作成（30,000部）
・自治会等を通じ，マップの各戸配布
・学区保健協議会委員によるラジオ体操の場づくりを支援
・深草管内の疏水に架かる橋に銘板を設置（19箇所）
・深草疏水に架かる橋を紹介する看板を作成

・健康マップの転入者への
窓口配布（継続）
・看板は29年度に設置

深草支所地域力推進室
健康長寿推進課

16 健康長寿のまち・醍醐

・ライフステージ等に応じた健康づくりの推進
・健康づくりに関する情報発信の充実
・地域・大学との連携による健康づくり事業の
企画・開催

・子育て中の母親を対象に健診，健康教室を実施（15組参加）
・福祉のまち醍醐・交流大会においてブースを出して，パンフレットなどを利用した
情報発信と，自主考案したもちビクス体操などの啓発活動を実施
・食育指導員による災害に備えた食生活の知識の普及を2学区（池田東・醍醐）で
実施

醍醐支所地域力推進室
健康長寿推進課

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



17 「ふ・し・み」子育て支援プロジェクト
・子育て支援情報の提供・広報の充実
・プレイルームで遊ぼう

・伏見本所地域子育て支援情報誌発行（3,000部）
　　⇒こんにちは赤ちゃん事業で配布（約1,300件），児童館・保育所等で配布

・「プレイルームで遊ぼう」  229組参加

伏見区役所
子どもはぐくみ室

18 子育てしたいまち・深草

・「吉兆くんの子育て応援便」による情報提供
の更なる充実
・「吉兆くん」フェイスブック等による深草の情報
や魅力の発信

・「吉兆くんの子育て応援便」の充実（申込61件，訪問56件）
・「吉兆くん子育てＳＯＳ」グッズとして，子育ての緊急時に相談できる機関の連絡
先等を記載したうちわとマグネットを新たに作成し，配布

・吉兆くんで深草の魅力発信（着ぐるみ出演42回）
・地域の各種団体の活動や学校等のイベント，季節の情報などをフェイスブックで
発信(累計190件)
・ 「吉兆くん深草交番署員」による深草地域の「安心・安全」の活動

・引き続き地域全体で子育
て支援する環境づくりに努
め，地域の活性化につなげ
ていく。

・深草地域マスコットキャラク
ター深草うずらの吉兆くんを
通じて，深草支所の活動や
深草地域を紹介していく。

深草支所地域力推進室
子どもはぐくみ室

19 地域を上げて支えるだいごっこの育み
・民生児童委員等地域の子育て応援者の活動
の推進
・「だいごっこ育み委員会」活動の推進

・醍醐地域の民生児童委員及び保育園，幼稚園，小学校，児童館を含む子育て
支援機関が連携して地域の子育てに係る課題を共有し，情報交換を図る地域懇
談会を実施
・醍醐地域の子どもたちが「大切な家族や友だちとの楽しい思い出」をテーマに描
いた絵画を展示する「だいごっこ絵画展」を実施（2回）

醍醐支所地域力推進室
子どもはぐくみ室

20 福祉・保健ネットワークの充実

・伏見区地域福祉推進委員会の開催及び事業
実施への協力
・家庭訪問支援活動「すくすくふしみっ子」の希
望者拡大支援
・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開催
　各関係機関のネットワークの構築と支援内容の充実
・子育て支援に関して，子ども支援センターと伏見本所地域子どもネットワーク連
絡会議等との連携により，各関係機関のネットワークの構築と支援の充実
・『子育て応援事業「すくすくふしみっ子」』を15学区で実施
・平成29年3月7日　障がい者支援に関して，「障がい児者の地域生活を考える伏
見区民のつどい2017」を実施
・高齢者支援に関して，各関係機関のネットワークの構築と支援の充実
・毎月1回，障害者地域生活支援センター（3か所）と地域包括支援センター（6か
所）の日常的な連携強化に向け，合同会議を実施。平成28年9月27日　合同研修
会の開催支援

伏見区役所
障害保健福祉課
健康長寿推進課
子どもはぐくみ室

21 地域へ広げる健康づくり
・地域出張型教室の充実
・若い世代を対象とした健康づくり事業の充実

・伏見禁煙サポーター活動の支援
　禁煙サポーターによる特定健診会場での禁煙支援3回（対象者延49名）
　禁煙相談日2回（対象者　延6名）
　歯の広場での普及啓発活動1回
・地域出張型教室　1回開催（納所地域）
・若い世代を対象とした健康づくり事業は思春期や防煙セミナーで実施

伏見区役所
健康長寿推進課

22 乳幼児期，思春期の心身の健康づくり

・親子対象の健康づくり講座及び地域出張型
健康教室の実施
・思春期の健康教室（防煙教室，性感染症対
策，いのちの教育等）の充実

・「親子の健康づくり講座」（センター内）  18回実施　延442人参加
・「親子で楽しむ健康教室」（地域出張型）  9回実施　延389人参加
・思春期健康教育（性感染症対策・いのちの教育等）  管内中学校5校で実施　延
571名参加
・思春期健康教育（防煙教室）  管内中学校5校，高校1校で実施　延766名

保健福祉局
伏見区役所
健康長寿推進課
子どもはぐくみ室

23
向島小中一貫教育校創設に向けた取組の
推進

・平成３１年４月の向島中学校区における学校
統合による小中一貫教育校の創設に向けた
取組を推進

・「向島中学校区小中一貫教育校創設協議会」との連携のもとで，小中一貫教育
校
・一次統合校の開校に向けた諸課題の検討及び取組を推進（標準服の決定，通
学安全対策の検討，一次統合の教育構想の策定など）
・新校舎の整備に係る設計作業を完了

教育委員会



24 地域防災支援プロジェクト

・地域の防災関係団体が行う活動への支援
・学区が実施する総合防災訓練や，避難所運
営マニュアルの検証・改訂への協力
・防災意識向上のための講習会の開催

・地域の防災関係団体が実施する防災対策事業の支援
・地域の避難所開設・運営訓練等の防災行事への参画（42回参画）
・水害・土砂災害時の避難勧告等をテーマとした講習会の実施（200名参加）
・防災研修会（クロスロード研修）の実施（90名参加）
・避難所運営マニュアル検証作業への協力

地域力推進室

25 災害に強いまちづくりの推進

・災害危険箇所対策会議の実施
・区総合防災訓練の実施，学区総合防災訓練
への積極的参画
・土砂災害警戒区域の早期指定，及び指定後
のハザードマップ作成への協力

・災害危険箇所対策会議の実施
・区総合防災訓練の実施（512名参加）
・学区総合防災訓練への参画（区内全35学区）
・土砂災害ハザードマップ作成への協力（4学区）
・土砂災害警戒区域指定に向けた協力（2学区）
・出前トークを含む防災能力向上に向けた研修等の実施（全13回）

地域力推進室

26
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

・各地域の実情に応じた安心安全のための取
組

・市民しんぶん伏見区版への防犯情報等の掲載，街頭啓発活動等による安心安
全に係る区民への啓発活動を実施
・伏見区役所，深草支所，醍醐支所の三所それぞれの地域の実情に応じて，地
域住民，事業者，警察，消防，行政等が一体となって安心安全の取組の推進
・安心安全情報掲載チラシ発行
・マンガ版防犯マニュアルの作成，伏見稲荷大社での観光客向けの啓発，児童，
子育て世帯向けの醍醐安心安全ニュースの作成等，創意工夫を凝らした取組を
推進

地域力推進室
文化市民局

27 安心生活推進プロジェクト
・安心安全に関する地域での自主的活動への
財政的支援

・「学区の安心安全ネット継続応援事業補助金」を16団体（24学区）に対して交付
し，学区で自主的に取り組まれる安心安全のための活動を支援
・区民への防犯情報の提供等，安心安全に関する啓発を実施

地域力推進室

28
大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの
推進

・地区計画制度の活用等を通じて，良好な環
境づくりを誘導

・「住宅や事業場等が集積するエリア」のまちづくりに向けた取組を実施
・ 岡田山エリアの地区計画策定に向けたまちづくり協議会を支援
・大岩地域を知っていただくための深草地域住民への啓発活動を実施
・まちづくりの推進方策の庁内検討の推進

・良好な環境づくりに向けた
取組を継続して実施

深草支所地域力推進室

29 不良な生活環境を解消するための支援
・ごみ屋敷等，地域の生活環境が衛生上，防
災上又は防犯上不良となっている状態の速や
かな解消

・対策会議の開催
・清掃の実施，訪問指導，見守りなど個別案件ごとに対応 全職員

30 健康危機管理対策の充実
・感染症への対策及び食中毒等に対し，関係
機関との連携強化及び迅速かつ的確な対応
・感染症及び食中毒予防についての啓発等

・感染症の発生届への対応（結核70件，結核以外56件）
・食中毒様症状を呈している相談への対応（27件）
・感染症発生等の相談への対応（感染性胃腸炎9件，インフルエンザ14件，その
他感染症50件）
・感染症及び食中毒予防に関する出前講座，講習会の実施（23回）
・感染症，O157，ノロウイルスの予防パンフレットの地域への配付

保健福祉局

31 スポーツ施設等整備
・横大路運動公園の再整備・防災機能強化に
向けて，整備計画等の一部見直しに取り組
む。

・当初整備計画の一部見直しの実施に加え，一部先行整備を図るため，太陽光
パネル型照明とかまどベンチの整備工事を 実施

文化市民局

32 道路のバリアフリー化の推進
・京阪藤森地区及び桃山御陵前地区の道路
整備

・京阪藤森地区及び桃山御陵前地区の道路のバリアフリー化工事を実施 建設局

33
「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」
の推進

・「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」に
基づく橋りょうの耐震補強，老朽化修繕の推
進

・宮前橋，羽束師橋等10橋の整備を実施 建設局

⑤安心安全で，人にやさしい便利なまちをめざします



34 市民サービスの向上

・来庁者への親切丁寧かつ寄り添う姿勢での
対応と的確な説明
・制度改正等について，受給対象者等への漏
れのない周知
・情報発信機能（ホームページ等）の改修及び
充実
・マイナンバー制度の周知及びマイナンバー
カードの普及

・市民応対向上月間の取組として，各所属において，市民応対向上に関する討
議テーマを設定し，職員同士による意見交換を実施
・マイナンバーカードの交付（21,990件）
・受領していない方への受取勧奨や日曜臨時交付（611件）

全職員

35
「京都市職員コンプライアンス推進指針」に
基づく取組の推進

・“きょうかん”推進委員会の実施
・コンプライアンスに係る職場ミーティングの実
施
・適正・公平な事務遂行と行政情報の適正な
管理

・きょうかん推進委員会の実施（全3回実施）
・四半期ごとに監察に係る取組（職場巡察及び出勤調査）を実施
・平成28年度コンプライアンス推進月間に係る取組（チェックシートによる点検及
び職場ミーティング）を実施

全職員

36 各種保険料徴収率の向上
・保険料の負担の適正かつ公平性を保つた
め、徴収の取組を実施

・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
・年間を通じて夜間に個別訪問を実施し納付指導や特別催告書の投函を実施
・分納計画の納付状況を確認し適切な後追いを実施し，徴収率が向上

健康長寿推進課
生活福祉課
保険年金課

37 生活保護受給者に対する自立支援の促進

・福祉就労支援コーナー（区役所内のハロー
ワーク窓口）の利用や就労支援・就労意欲喚
起等の支援事業等の活用による就労・自立支
援の促進

・福祉就労支援コーナーとの連携のもと，高い目標達成率を達成
生活福祉課

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。


