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 この「伏見区運営方針」は，本年度の伏見区の重点的な方針や取組を区民の皆様にお示しして，説明責任

を尽くすとともに，区民の皆様との情報共有を図るために策定したものです。 

 京都市では，昨年，文化庁の京都への全面的な移転が決定し，本年４月から市内に「地域文化創生本部」

が設置されました。平成 29 年度は，文化を基軸に，あらゆる施策との融合・連携を図り，「文化首都・京都」

として，日本の地方創生をけん引していく役割を果たす体制を構築していくこととしております。 

 また，次世代を担う子どもを地域や社会の宝として大切に育む「はぐくみ文化」が息づく京都だからこそ，

子どもから若者に至る施策を一元化し，より一層，総合的・積極的に取組を進めるため，本年４月に「子ど

も若者はぐくみ局」を新設するとともに，区役所・支所においては従来の福祉事務所と保健センターとを融

合し，「子どもはぐくみ室」をはじめとする「保健福祉センター」を設置しました。 

人口約 28 万人，京都市民の 5人に１人が伏見区民という市内最大の行政区である伏見区においても，こ

うした市政方針のもと，伏見区基本計画（平成２３年１月策定）の着実な推進に向けて，「自分たちのまちは

自分たちでつくる」というまちづくり気運の高い伏見区ならではの区民が主役のまちづくり活動を支援する

「伏見区区民活動支援事業」をはじめ，「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」がより効果的に地域課

題を解決できる制度となるよう，一層の推進に取り組んでまいります。 

 また，甚大な被害をもたらした東日本大震災から６年が経過しましたが，この間も，台風による集中豪雨

被害や昨年の熊本地震等，自然の脅威を感じる出来事が数多く起こっており，「予見できない自然災害に対し

て，日頃から常に危機意識を持ち，生命・財産を守る」強い決意と地域ぐるみの取組の大切さを痛感してお

ります。今年度も，地域防災力の強化などの防災・減災対策の推進も合わせて，区民の皆様と共に，安心安

全のまち伏見を目指した取組を実践してまいります。 

このため，区役所・支所でも，引き続き，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，分かりやすく，丁寧な窓口応対を実践してまいります。 

今後も，区長・担当区長を先頭にして，区民の皆様との信頼関係を大切にしながら，皆様と共に，「伏見に

住んでいてよかった，いつまでも住み続けたい」と心から実感できる，個性と魅力あふれる伏見区を目指し

て，職員一丸となって推進してまいります。 

区民の皆様には，引き続き，区政へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                                                            伏 見 区 長   馬屋原 宏 

                      深草担当区長  岩井 英人 

                      醍醐担当区長  三宅 英知 

 

 

 

１ 区民の皆様へのメッセージ 

 

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２９年度は，次の施策・事業に重点的に取り組みます！  

 平成２９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）を活用するとともに，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。 

 

 
 伏見区基本計画推進区民会議における，区民及び事業者等からの幅広い意見を踏まえ，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。 

○豊かな環境意識をもった次代の人づくり＜保育園グリーンカーテン設置事業等（２箇所）＞ 

○啓発イベントの充実＜エコ朝市（２回），エコクッキング等（１回）＞ 

 

 
 区役所・支所内に設置した，環境行政の総合的な窓口であるエコまちステーションを中心に，

地域の自主的な清掃活動，古紙等のコミュニティ回収や使用済てんぷら油回収等のごみ減量・リ

サイクル活動への支援，ごみの分別に関する相談，地球温暖化対策の普及啓発等，区民の皆様と

の共汗で，環境施策を推進します。 

 高効率なごみ発電やバイオガス発電等の最新の廃棄物処理設備を整備するとともに，世界最先

端の環境技術やごみ減量などについて楽しく学べる環境学習施設を整備します（平成３１年度稼

働予定）。平成２９年度は，引き続き建替え整備工事を行います。 

 

 

 

 

２ エコまちステーション 

環境政策局 

 

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 

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 南部クリーンセンター第二工場（仮称）建替え整備事業 

環境政策局 

 

１ 伏見エコライフプロジェクト 

地域力推進室 
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 「伏見ですむ」人が地域の魅力や資源を再発見し，歴史や文化をはじめとする伏見の魅力「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。 

○内容の更なる充実（鳥羽伏見の戦い等）や参加者層の拡大 

○健康長寿も意識したまち歩き等，新たな講座の実施＜埋蔵文化財研究所との連携＞ 

 

 
 文化庁の京都への全面的な移転が動き出す中，伏見指月城の遺構発見や明治維新１５０周年等，

伏見が注目される機を捉え，鳥羽伏見の戦いの戦場となった各地域，各城跡等，歴史の痕跡を再

発見・再認識する講演会やまち歩きを開催し，観光資源の再発掘と面的広がりにつなげます。 

○伏見ならではのタイムリーな歴史・文化に関する講演会やまち歩きの開催 

○大政奉還１５０周年事業等との連携による観光客等への PR 

 

 
伏見南部地域（旧伏見市）まで観光客を呼び込むため関係団体等が協働し，「酒」をテーマに

昨年度作成した観光マップを活用した誘客活動等を行い，引き続き，観光モビリティ・マネジメ

ントの取組を推進します。 

○新たなテーマでの観光マップ作成＜港町や幕末等＞  

○市交通局や地元商店街等と連携した観光客等への PR＜市バス，地下鉄を利用した PR＞ 

 

 

 

 
 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」に基づく取組を進

め，横大路地域の再生，更には京都市南部地域全体の活性化を目指します。 

○プランの具体化及び事業の推進 

＜区画整理事業の推進，水環境保全センター整備更新工事の推進＞ 

 

 
 久我・久我の杜・羽束師地域における住民，行政，双方の取組の指針である「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」に基づく取組を進め，「多世代が住む緑豊かな誰も

が好きになれるまち」を目指します。 

○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 

６ 伏見南部の観光振興 

                                         伏見区役所 地域力推進室 

５ 伏見の観光資源の再発掘事業 

                                         伏見区役所 地域力推進室 

 

８ 久我・久我の杜・羽束師地域のまちづくりの推進 

伏見区役所 地域力推進室 

 

７ 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 

４ 伏見連続講座-ふれて、しって、みて伏見-  

                                                  地域力推進室 

 

けんいん 

新規 
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向島ニュータウンの現状を踏まえ，今後のまちづくりについて，住民や地域団体，事業者，大

学，行政等が一体となって検討し，策定された「向島ニュータウンまちづくりビジョン」（平成

29 年 3 月策定，計画期間：平成 29～32 年度）に基づく活性化の取組を進めます。 

○ビジョンの進捗管理のための「推進会議」の設立・運営 

○ビジョンに基づく住民主体の取組の支援 

○向島中央公園のリフレッシュ事業 等 

 

 
久我の工業専用地域等において，企業立地促進制度の充実等により，企業の立地誘導及び産

業用地の創出を図ります。  

 

 
 新しい京都の活力を支える南部地域の先導地区として位置付けるらくなん進都のまちづくり

を進めるため，土地所有者奨励金制度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

の創出のほか，らくなん進都整備推進協議会の活動によるまちづくりを進めます。  

らくなん進都・・・油小路通を中心とした，概ね十条通，宇治川，東高瀬川，国道 1 号線に囲ま

れた約 607ha の地区 

 

 

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補助金の交付等により支援します。 

○重点支援事業の設置による支援制度の充実 

＜子どもの貧困対策等の子育て支援，健康長寿，地域防災の取組を優先的に採択＞  

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。 

○チーム活動の更なる活発化と連携拡大に向けた取組の充実 

○チーム活動の「見える化」に重点を置いた広報活動の充実 

 

 

 

 

１０ 未来の京都の成長・発展を支える学術研究・先端産業等用地の新たな創出   

産業観光局 

     

１１ らくなん進都のまちづくりの推進    

都市計画局 

 

９ 向島ニュータウンの活性化に係る取組の推進 

都市計画局・建設局・伏見区役所 地域力推進室 

 

 

１３ 伏見をさかなにざっくばらん  

伏見区役所 地域力推進室 

 

１２ 伏見区区民活動支援事業  

地域力推進室・健康長寿推進課・子どもはぐくみ室 
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  まちづくり活動の出会いと学びの場である「深まるねっと」では，今年度のテーマを「これ

からの地域福祉を考えよう」とし，伏見いきいき市民活動センターと連携のもと，住民主体のま

ちづくり活動のネットワークを形成し，未来の深草を担う人材を育成することでつながりと活力

のあるまち・深草の実現を目指します。 

○「深まるねっと」による地域活動の担い手の育成 

○深草トレイルの環境整備や魅力発信   

 

 まちづくり活動に意欲・関心のある若者を地域に派遣し，その活動を支援するとともに，それ

を契機として住民の地域活動への参加を促し，地域コミュニティの活性化を図ります。 

○子どもの居場所づくりや学区総合防災訓練等の地域活動への応援隊員の派遣＜６月～＞ 

 

 
 市民が生きがいを実感し，年齢を重ねても，ひとりひとりのいのちが輝き，地域の支え手とし

ても活躍できる，活力ある地域社会に向けたまちづくりを実現するための取組を推進します。 

○健康長寿プロジェクト（伏見区役所） 

＜地域医療機関と連携したロコモ予防講演会（神川・淀地域）等＞ 

○はぐくみと健康長寿のまち・深草（深草支所）＜みんなが集い憩える場所づくり等＞  

○健康長寿のまち・醍醐（醍醐支所） 

＜健康づくりに関する情報発信の充実＞  

＜自主考案の体操やヨガの実施による地域住民の健康意識の向上（４月～）＞ 

＜食育指導員との連携による防災食講座の実施（９月～）＞ 

 

 地域や関係機関等と行政が連携し，次代を担う子どもたちを地域や社会の宝として大切にはぐ

くんでいくための取組を推進します。 

○子どもはぐくみプロジェクト（伏見区役所） 

＜伏見指月城の遺構の発掘体験，子どもの貧困対策の実情や先進事例に関する連続講演会＞ 

○はぐくみと健康長寿のまち・深草再掲（深草支所）＜みんなが集い憩える場所づくり等＞ 

○「子どもの居場所づくり」への積極的な支援（醍醐支所）＜地域団体等のネットワーク構築＞ 

○地域を挙げて支える「だいごっこ」の育み（醍醐支所）＜絵画展及び研修会等の開催＞ 

 

 

伏見工業高校定時制を再編・統合し，少人数教育によるきめ細かい指導や不登校経験のある生

徒への支援などの教育実践を結集し，｢学び直し｣を求める生徒等，様々なニーズに対応できる，

昼間・夜間２部制の新定時制単独高校の早期創設に向けた取組を進めます。 

 

１８ 新しい定時制単独高校整備（伏見工業高校跡地の活用整備） 

教育委員会 

 

１６ 健康長寿の取組の推進            

地域力推進室・健康長寿推進課 

 

 

１５ だいご地域活動若者応援隊 

 醍醐支所 地域力推進室 

 

１４ つながりと活力あるまち・深草 

                                          深草支所 地域力推進室 

 

１７ 子どもはぐくみの取組の推進  

地域力推進室・子どもはぐくみ室 

新規 
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子どもたちのより良い教育環境の実現を目指し，向島中学校区において学校統合による小中一

貫教育校を平成３１年４月に創設するため，地元３学区と関係小中学校のＰＴＡ等で組織される

「創設協議会」と連携して，開校準備を進めます。（平成２９年４月向島二の丸小学校及び二の

丸北小学校一次統合，二の丸北小学校跡地で既存校舎解体及び新校舎建設開始予定）。 

 

地域における防災活動への支援や，円滑な避難所開設・運営に向けた取組への協力を行うとと

もに，区民の防災意識を高める取組を実施します。 

○地域の防災関係団体が行う活動の充実 

○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 等 

 

水害や土砂災害などの自然災害から区民の生命と暮らしを守るため，国や府などと連携して災

害に強いまちをつくるとともに，消防，警察など関係機関との連携により防災・減災の取組を一

層推進し，災害に強い，安心安全のまちづくりを進めます。 

○災害危険箇所対策会議，行政機関防災連絡調整会議の実施 

○区総合防災訓練の実施，学区総合防災訓練への積極的な参画 等 

 

平成２７年３月に策定した「伏見区版運動プログラム」に基づき，街頭犯罪の防止，子どもた

ちの安全対策など，身近な安心安全の確保を目指し，区民，事業者等と共に活動を行います。 

○各地域の実情に応じた安心安全のための取組 

（平成２９年度目標）＜刑法犯認知件数：平成２８年実績（２，２６１件）以下＞，＜市民生

活実感調査における「安心して暮らせるまちであると思う伏見区民の割合」４５．４％以上＞，

＜京都市域を訪れる外国人観光客満足度調査において，治安に関し，「大変満足」又は「満足」

と感じた外国人観光客の割合８８．６％以上＞等 

 

 

 

２０ 地域防災支援プロジェクト 

地域力推進室 

２１ 災害に強いまちづくりの推進 

地域力推進室 

２２ 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 

地域力推進室・文化市民局 

１９ 向島中学校区小中一貫教育校創設に向けた取組の推進 

教育委員会 
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地域で自主的に取り組む防犯，交通安全，子どもの安全対策等の身近な安心・安全確保への支

援とともに，警察・消防と連携した防犯啓発チラシ等の配布や街頭パレード等のイベントにより，

安心安全に対する意識の向上を図ります。 

○安心安全に関する地域での自主的活動への財政的支援＜未活用の学区への活用促進＞ 

○啓発の取組＜区民の安心安全に関する意識の向上＞等 

 

深草東南部エリアにおいて住民参加によるまちづくりビジョンの策定を進める等の取組を通

じ，坂道が多く公共交通機関が通っていない場所の交通利便性が増大し，日常生活に必要な買い

物等が地域内で可能となり，高齢者になっても住み続けることができるまちの実現を目指します。 

○まちづくりビジョン策定委員会の運営支援 

 

 「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」に基づき，「整備を誘導

するエリア」について，関係局との連携の下，地区計画制度の活用等を通じて，良好な環境づく

りを誘導していきます。 

○住民・事業者による「まちづくり協議会」の設立とまちづくり案検討に係る支援 

 

地域の皆さんと連携し，安全安心で快適な市民生活を確保することを目的として，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解消・支援を目指します。 

 

横大路運動公園の再整備・防災機能強化に向け，整備にあたり必要となる地質調査等を実施します。 

 

 
京都市市営住宅ストック総合活用計画に基づき，醍醐南市営住宅では，耐震改修及びエレベーター

設置工事を実施しています。平成29年度は，大受市営住宅においても耐震改修工事の実施設計に着

手します。 

 

２８ 市営住宅耐震改修等改善事業（醍醐南，大受） 

都市計画局

ｙ 

 

２４ 住み続けられる深草東南部エリアのまちづくり 

深草支所 地域力推進室 

２３ 安心生活推進プロジェクト 

地域力推進室 

２６ 不良な生活環境を解消するための支援 

地域力推進室・保健福祉センター 

 

２５ 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 

 

２７ スポーツ施設等整備 

文化市民局 

 

新規 
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国際文化都市である京都～奈良間を結ぶＪＲ奈良線の安定性・速達性の向上及び沿線住民の交

通利便性・快適性の向上を図るため，ＪＲ奈良線の複線化事業を実施します。 

 

 
 京阪藤森地区及び桃山御陵前地区の歩道の，段差・勾配の改善，視覚障害者誘導用ブロックの

改良など，道路のバリアフリー化の整備を行います。 

 

 
「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム（第２期プログラム）」に基づく橋りょうの耐震

補強，老朽化修繕に取り組みます。（淀高架橋，常盤橋，稲荷橋等５橋） 

 

 
「雨に強いまちづくり」の実現に向け，伏見大手筋地域における浸水安全度を一層向上させる 

ため，雨水幹線の整備を進めます。 

３２ 伏見大手筋地域の浸水対策の推進 

上下水道局 

 

３１ 「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」の推進 

建設局 

 

３０ 道路のバリアフリー化事業（京阪藤森地区，桃山御陵前地区） 

                                 建設局 

 

２９ ＪＲ奈良線高速化・複線化第二期事業の推進 

建設局 
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 福祉と保健をより一体的に推進していくために，従来の福祉事務所と保健センターとを融合し，

「保健福祉センター」を設置し，子どもや子育てに関する相談や手続きに一元的に対応する「子

どもはぐくみ室」をはじめ，「障害保健福祉課」，「健康長寿推進課」，「生活福祉課」，「保険年金

課」，「医療衛生コーナー※」の 6 つの分野別の窓口に再編し，区民の皆様にとって便利で分かり

やすく，より専門性の高いサービスを提供します。※支所の衛生の部門窓口は新設 

 

 
 京都労働局との連携の下で生活支援と就労支援を一体的に行う福祉就労支援コーナー（区役所

内のハローワーク窓口）への誘導や就労支援員・就労意欲喚起等の支援事業を積極的に活用し，

生活保護を受給されている方や失業等で生活にお困りの方への就労・自立支援をサポートします。 

 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，職員の聴く力，伝える力の向上に努

め，わかりやすく，丁寧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，制度改正等について，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。 

○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 等 

 
 各所属において服務及び業務状況の管理を徹底するとともに，職場ミーティング等あらゆる機

会を捉え，全職員が公務員としての高い規範意識を常に持ち，公私における法令の遵守及び創造

的かつ主体的な職務遂行を徹底します。 

○"きょうかん"推進委員会の実施＜随時（全庁“きょうかん”推進部会開催後）＞ 

○コンプライアンスに係る職場ミーティングの実施＜コンプライアンス推進月間（８～９月）＞ 

○適正・公平な事務遂行と行政情報の適正な管理 等 

 
 保険料及び保育料の負担の公平性を確保するため，的確で分かりやすい説明に努め，丁寧に納

付相談等に応じることにより，自主的な納付を一層推進していくとともに，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，取組を強化し，徴収率の向上に努めます。 

３４ 生活保護受給者等に対する就労支援の促進 

生活福祉課 

３７ 各種保険料等徴収率の向上 

 健康長寿推進課・保険年金課・子どもはぐくみ室 

 

 

３３ 区役所・支所機能の充実（保健福祉センター設置） 

保健福祉センター・保健福祉局 

 

３６ 「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 

全職員 

 

重点方針（２） 区民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 

 

３５ 市民サービスの向上 

全職員 
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 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，創設された「区民提案・共汗型ま

ちづくり支援事業予算」を活用し，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（一般公募） 

区民自らが提案し，自らで取り組むまちづくり活動を公募し，財政的支援を行う。 

   ○伏見区区民活動支援事業         １１，０２０千円   … １２  

 

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に対して，行政が財政的支援を行うと同時に，側面的なサポートを行う。 

 ○融合プロジェクト推進事業            ６，４３０千円  

 ・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                                   …１３ 

 ○地域防災支援プロジェクト            ３，７５０千円 …２０ 

   ○安心生活推進プロジェクト        ２，２４５千円 …２３ 

  ○子どもはぐくみプロジェクト             ５５０千円 …１７ 

  ○健康長寿プロジェクト                ３００千円 …１６ 

○伏見の観光資源の再発掘事業             ２００千円 …５ 

○伏見南部の観光振興                 ３００千円 …６ 

  ○住み続けられる深草東南部エリアのまちづくり   １，４００千円 …２４ 

   ○つながりと活力あるまち・深草           １，１００千円 …１４ 

○はぐくみと健康長寿のまち・深草           １，７００千円 …16，17 

   ○だいご地域活動若者応援隊            １，１００千円 …１５ 

   ○地域を挙げて支える「だいごっこ」の育み       ８００千円 …１７ 

   ○健康長寿のまち・醍醐                ６００千円 …１６ 

 

  

 ○大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進    ４，０００千円 …２５ 

   ○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 

３ 「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」の一覧です  

（１）区民提案型支援事業         ３１，４９５千円 

区民の皆様が自ら考え，提案し，行動する取組に対し財政的支援を行うための予算 

 

 

 

（２）共汗型事業             １２，９７０千円 
行政が区民の皆様と共に汗して，区基本計画の推進に向けた事業を実施するための予算 
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目標 所属等

1 伏見エコライフプロジェクト
・豊かな環境意識をもった次代の人づくり
・エコ朝市，エコクッキング等の啓発イベントの充実

地域力推進室

2 エコまちステーション
・使用済てんぷら油回収やコミュニティ回収等，地域の自主的なごみ減量の取組の支援
・小学校・児童館や地域住民への環境学習会の開催による幅広い世代へのごみの分別・リサイクルの
周知・啓発の実施

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

・建替え整備工事の実施 環境政策局

4
伏見連続講座
-ふれて、しって、みて伏見-

・内容の更なる充実や参加者層の拡大
・健康長寿も意識したまち歩き等，新たな講座の実施

地域力推進室

5 伏見の観光資源の再発掘事業
・伏見ならではのタイムリーな歴史・文化に関する講演会やまち歩きの開催
・大政奉還１５０周年事業等との連携による観光客等へのPR

伏見区役所
地域力推進室

6 伏見南部の観光振興
・「港町」や「幕末」等の新たなテーマでの観光マップ作成
・市交通局や地元商店街等と連携した観光客等へのPR

伏見区役所
地域力推進室

7 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
伏見区役所
地域力推進室

8
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
伏見区役所
地域力推進室

9
向島ニュータウンの活性化に係る取組の
推進

・ビジョンの進捗管理のための「推進会議」の設立・運営
・ビジョンに基づく住民主体の取組の支援
・向島中央公園のリフレッシュ事業　等

都市計画局　建設局
伏見区役所　地域力推進室

10
未来の京都の成長・発展を支える学術研
究・先端産業等用地の新たな創出

・企業誘致の推進及び新たな産業用地の創出に向けた取組の実施 産業観光局

11 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
・らくなん進都整備推進協議会によるまちづくり活動

都市計画局

12 伏見区区民活動支援事業 ・重点支援事業の設置による支援制度の充実
地域力推進室
健康長寿推進課
子どもはぐくみ室

13 伏見をさかなにざっくばらん
・チーム活動の更なる活発化と連携拡大に向けた取組の充実
・チーム活動の「見える化」に重点を置いた広報活動の充実

伏見区役所
地域力推進室

14 つながりと活力あるまち・深草
・「深まるねっと」による地域活動の担い手の育成
・深草トレイルの環境整備や魅力発信

深草支所
地域力推進室

15 だいご地域活動若者応援隊 ・子どもの居場所づくりや学区総合防災訓練等の地域活動への応援隊員の派遣
醍醐支所
地域力推進室

16 健康長寿の取組の推進

・健康長寿プロジェクト（伏見区役所）
　地域医療機関と連携したロコモ予防講演会（神川・淀地域）
・はぐくみと健康長寿のまち・深草（深草支所）
　みんなが集い憩える場所づくり
・健康長寿のまち・醍醐（醍醐支所）
　健康づくりに関する情報発信の充実
　自主考案の体操やヨガの実施による地域住民の健康意識の向上
　食育指導員との連携による防災食講座の実施

地域力推進室
健康長寿推進課

17 子どもはぐくみの取組の推進

○子どもはぐくみプロジェクト（伏見区役所）
　伏見指月城の遺構の発掘体験，子どもの貧困対策の実情や先進事例に関する連続講演会
○はぐくみと健康長寿のまち・深草（再掲・深草支所）
　みんなが集い憩える場所づくり
○「子どもの居場所づくり」への積極的な支援（醍醐支所）
　地域団体等が連携し，地域における「子どもの居場所づくり」の取組を持続可能なものとして実施・推進
するための体制づくり
○地域を挙げて支える「だいごっこ」の育み（醍醐支所）
　絵画展及び研修会等の開催

地域力推進室
子どもはぐくみ室

18
新しい定時制単独高校整備（伏見工業高
校跡地の活用整備）

・「学び直し」を求める生徒等，様々なニーズに対応できる，昼間・夜間２部制の新しい定時制単独高校
の早期創設に向けた取組の推進。

教育委員会

19
向島中学校区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 教育委員会

取組名

29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

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

 

４ 平成２９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 
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20 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の充実
・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

地域力推進室

21 災害に強いまちづくりの推進
・災害危険箇所対策会議，行政機関防災連絡調整会議の実施
・区総合防災訓練の実施，学区総合防災訓練への積極的な参画

地域力推進室

22
「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
 (平成２９年度目標）＜刑法犯認知件数：平成２８年実績（２，２６１件）以下＞，＜市民生活実感調査に
おける「安心して暮らせるまちであると思う伏見区民の割合」４５．４％以上＞，＜京都市域を訪れる外国
人観光客満足度調査において，治安に関し，「大変満足」又は「満足」と感じた外国人観光客の割合８
８．６％以上＞

地域力推進室
文化市民局

23 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＜未活用の学区への活用促進＞
・啓発の取組＜区民の安心安全に関する意識の向上＞

地域力推進室

24
住み続けられる深草東南部エリアのまち
づくり

・まちづくりビジョン策定委員会の運営支援 深草支所　地域力推進室

25
大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの
推進

・住民・事業者による「まちづくり協議会」の設立とまちづくり案検討に係る支援 深草支所　地域力推進室

26 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解消・支援
地域力推進室
保健福祉センター

27 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，整備にあたり必要となる地質調査等を実施 文化市民局

28
市営住宅耐震改修等改善事業（醍醐南，
大受）

・醍醐南市営住宅において，耐震改修及びエレベーター設置工事を実施
・大受市営住宅において，耐震改修工事の実施設計に着手

都市計画局

29
ＪＲ奈良線高速化・複線化 第二期事業の
推進

・ＪＲ奈良線（ＪＲ藤森駅～六地蔵駅間）の複線化工事の実施
・桃山駅の奈良方面ホーム改良工事の実施

建設局

30
道路のバリアフリー化事業
（京阪藤森地区，桃山御陵前地区）

・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の整備 建設局

31
「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（第２期プログラム）」に基づく橋りょうの耐震補強，老朽化修
繕の推進 （淀高架橋，常盤橋，稲荷橋等５橋）

建設局

32 伏見大手筋 地域の浸水対策の推進
・平成２７年度から着手している雨水幹線「伏見第３導水きょ」の整備を継続実施
・大手筋商店街付近において，雨水を取り込むための施設の整備に着手

上下水道局

33
区役所・支所機能の充実（保健福祉セン
ター設置）

・保健福祉センター設置による区役所・支所機能の充実
保健福祉センター
保健福祉局

34
生活保護受給者等に対する就労支援の
促進

・生活保護を受給されている方や失業等で生活にお困りの方への就労・自立支援をサポート 生活福祉課

35 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

全職員

36
「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

全職員

37 各種保険料等徴収率の向上 ・保険料及び保育料の負担の公平性を確保する取組を強化
健康長寿推進課
保険年金課
子どもはぐくみ室

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
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 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。寄付金の御案内★ 

わがまち「伏見区」を応援してください！！ 

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/ 

平成 2９年５月発行 

 

 京都市では，全国の京都ファンの方の思いを，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。 

 寄付をいただいた場合，個人住民税等において優遇措置を受けることができます。 

検索 だいすきっ！京都

  

  

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） 


