
目標 実績 備考 所属等

1
伏見エコライフプロジェ
クト　★

・エコ朝市等の啓発イベントの充実
・エコな取組に関する情報発信

・地産地消をテーマに朝市を開催（6月　来場者数約400名）
・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9件）
・これまでの活動で取材をした取材先や，エコな取組に興味があ
る区民による交流会を開催（1月　参加者数24名）

三所
地域力推進室

2
エコまちステーションを
拠点にしたごみ減量等の
推進

・コミュニティ回収や使用済てんぷら油回収等，地域の自主的
なごみ減量の取組を支援
・地域のイベント等での２Ｒやごみの分別・リサイクルの周
知・啓発

・コミュニティ回収（531団体）や使用済てんぷら油回収（136
団体）等，地域の自主的なごみ減量の取組の支援（伏見区内の実
績）
・地域のイベント等での２Ｒやごみの分別・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
二工場建替え整備事業

・建替え整備工事の実施
・建屋内の建築工事やプラント機器の据付工事が概ね完了，外構
工事に着手。また，プラント設備の試運転を開始（3月～）

環境政策局

4
伏見連続講座
-ふれて、しって、みて伏
見-　★

・「明治１５０年と伏見」など，時機に応じたタイムリーな講
座の開催
・参画団体の拡充や開催期間の拡大等（９月～翌３月），取組
を充実

・伏見連続講座を開催（全28講座，参加者総数3,197名）（29
年度実績：全28講座，参加者総数2,727人）
・大学，地域団体等の計14団体が参加（29年度実績：計13団
体）

三所
地域力推進室

5
【新規！】
伏見「文化・観光の語り
部創生」　★

・語り部ガイドの人材育成を図るため，研修や交流会を開催
・語り部ガイドを活用した観光モデルコース等を設定

・16名（特別会員4名を含む）の語り部を認定
・語り部のスキルアップの研修やプレ開催を実施

伏見区役所
地域力推進室

6 伏見南部の観光振興　★
・地元の既存イベントとタイアップして観光客向けにＰＲを行
い，さらなる観光客の誘客を図る

・伏見桃山・中書島の商店街を中心に，観光客誘客のためのイベ
ントを開催（2月）

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

・プランの具体化と事業の推進
・第21回横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の開催
・プランに基づく事業の推進状況の把握
・区ホームページによる情報発信

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

・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（年2回配布：7月，11
月）」
・久我・久我の杜・羽束師地域まちづくり協議会が主催となり，
健康福祉まつりを開催（11月　参加者総数約500名）

伏見区役所
地域力推進室

9
向島ニュータウンの活性
化

・ビジョン進捗管理のための「推進会議」等の主体的運営に向
けた支援
・ビジョンの実現に向けた具体的な取組の推進
・向島ニュータウンにおける地域団体活動ステップアップサ
ポート事業による継続支援
・向島中央公園のリフレッシュ事業等

・向島まちづくりビジョン推進会議の開催（4回）
・各ワーキンググループの開催（魅力発信・商業地賑わいWG，
住環境・防犯WG，暮らし・安心WG，子ども若者支援WG，中国
帰国者交流等WG，防災WG（51回）
・向島まちづくり通信の発行（4回）
・地域団体活動ステップアップサポート助成（6件）
・向島ニュータウン拡大合同ワーキンググループの開催
・向島中央公園リフレッシュ事業として，樹木剪定作業及び樹木
伐採，紅葉等の花木の植栽，園路舗装更新を実施

伏見区役所地
域力推進室
都市計画局
建設局

平成３０年度　　区運営の総括表

基本方針・重点方針
30年度重点取組

取組名

●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



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

・久我の工業専用地域をはじめとした地域への企業誘致及び用地
創出を推進する取組を実施

産業観光局

11
らくなん進都のまちづく
り

・土地所有者奨励金制度等による企業集積の推進
・緑化助成等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と連携したまちづくり活動

・らくなん進都企業立地促進のための土地所有者奨励金制度の実
施（指定6件）
・らくなん進都緑化助成制度の実施（指定1件）
・油小路沿道及び東高瀬川の清掃活動を実施
・らくなん進都整備推進協議会の活動推進

都市計画局

12
伏見区区民活動支援事業
★

・「明治１５０年・京都のキセキ」と呼応する取組の積極的な
ＰＲ
・３分野（子どもの貧困対策等，健康長寿，地域防災）の重点
支援事業の充実

・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：
51事業）
・3つの重点支援事業を採択（採択事業数のうち18事業）
・市民しんぶん等への掲載，活動事例集の作成等による広報支援

三所
地域力推進室

13
伏見をさかなにざっくば
らん　★

・SNS等を活用したチーム活動の発信力の強化
・伏見区区民活動支援事業への申請サポート等，チーム活動の
ステップアップへの支援

・定例会（毎月1回）：区民主体のまちづくり活動を行うととも
にワークショップを開催（21チーム：参加者総数975名）
・伏見ふれあいプラザに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
・平成31年3月に第7期の成果報告会「ふしざく祭り」を実施
（参加者数170名）

伏見区役所
地域力推進室

14
つながりと活力のあるま
ち・深草　★

・「地域福祉」をテーマに，住民がまちづくりについて，学
び，考え，つながりをつくる場「深まるねっと（深草まちづく
りカレッジ）」の開催
・まちづくり活動団体の個別課題を共に解決する「伴走型支援
事業（深草まちづくりサポート）」の実施【新規！】
・地域住民や大学と連携した深草トレイルの環境整備や魅力発
信

・深まるねっと（深草まちづくりカレッジ）の開催（計4回，参
加者総数132名）
・深まるねっと（深草まちづくりサポート）の実施（3団体の活
動支援）
・ふかくさ自然環境再生ネットワーク（参加者総数250名）
　大岩山一斉清掃ウォーク及び深草トレイル一斉清掃ウォークの
実施，深草トレイルの住民参加型整備活動を実施，大学等との連
携による竹林の整備

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における学習支援
・高齢者の居場所や学区防災訓練の活動支援
・若者応援隊による自主的な文化体験事業等の企画・実施

・応援隊員の登録数：約100名
・子どもや高齢者の居場所づくり，学区防災訓練の活動支援等
40件の活動に延べ187名の応援隊を派遣

醍醐支所
地域力推進室

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



16
健康長寿の取組の推進
★

・若い世代からのメタボ・ロコモ・がん予防等の健康づくり
【新規！】
・健康づくりサポーター・食育指導員の協力による伏見区内で
の健康づくり普及活動
・区民主体の地域における健康教室の実施（出前教室）
・神川地域における地域医療機関と連携したロコモ予防
・明治１５０年・深草の明治を歩いて健康増進【新規！】
・笑いにふれて文化にふれて心の健康増進【新規！】
・健康づくりサポーターが行うオリジナル体操「深草吉兆くん
体操」のリーフレット作成及び普及【新規！】
・深草健康フェスティバルの開催【新規！】
・「ふかくさ春夏秋冬健康レシピ」を通じた健康づくり活動の
普及啓発【新規！】
・健康講座（アウトリーチ）＋体操で住民同士の健康と絆を深
める大作戦
・おいでやす　いきいき応援ひろば
・食育指導員との連携による「防災食講座」

・若い世代を対象とした健康教室や出前教室等の開催（延べ参加
者118名）
・区民ボランティア等による主体的な健康づくり活動継続のため
の後方支援
・京都南西病院と連携した神川地域におけるロコモ予防の取組
（延べ参加者 69名）・【明治150年】深草の明治を歩いて健康!
ウォーキングの開催（2回，参加者総数50名）
・ふかくさ演芸・音楽フェスタの開催（参加者総数30名）
・健康づくりサポーターの発案，フィットネスインストラクター
の監修のもと，「深草吉兆くん体操」のリーフレットを作成し，
普及活動を実施（10回参加者延べ約200名）
・地域住民の心と体の健康づくり，楽しみながら健康について考
える深草健康フェスティバルを初開催（参加者数約200名）
・食育指導員とともに「ふかくさ春夏秋冬健康レシピ」を作成
し，窓口等で配布，協力飲食店でのメニューの提供等を通じた普
及啓発（6,000部作成，4,500部配布）
・健康講座（アウトリーチ）＋体操で住民同士の健康と絆を深め
る大作戦の実施（12回）
・おいでやす　いきいき応援ひろばの開催（3回）
・歯っぴースマイル大作戦の実施（1回）
・食育指導員との連携による「防災食講座」の実施（1学区）

三所
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　★

・歴史的・文化的資産を活用した体験講座等の開催
・「子育て支援情報誌」や乳幼児向けのイベントカレンダーの
発信強化のためのHPの開設【新規！】
・学校との協働による思春期教室の実施等，次世代はぐくみプ
ロジェクトの更なる推進
・「吉兆くん」を活用したお祝い品に，親子歯ブラシセットと
親子で取り組む食育情報を加え，親子の生活習慣の意識づけ
【新規！】
・「吉兆くん」を，支所や地域のイベント等で活用することに
より，子ども・若者のはぐくみを支援する
・地域の子育て応援者と保健師等の専門職種との交流会や研修
等を充実し，支援者間の繋がりを深める
・「子どもの居場所づくり」の更なる推進
・子どもの学習支援の充実
・だいごっこ絵画展の実施
・子どもをはぐくむ研修・交流事業の実施

・子ども歴史体験「伏見城跡発掘調査と出土瓦の拓本作成」を開
催（参加26組）
・伏見区役所子どもはぐくみ室のHP開設（令和元年9月オープン
予定）
・伏見本所管内の中学校6校で思春期教室開催。中学校の育成学
級においても同教室を初開催
・吉兆くん子育て応援便　平成30年度申込数（計69件）
・吉兆くんキャラクター使用申込21件，着ぐるみ使用申込　23
件
・「吉兆くんの子育て応援便」に係る研修会（民児協深草ブロッ
ク母子福祉部研修会）（参加者数42名），「吉兆くんの子育て
応援便」に係る交流会を実施（参加者数15名）
・「子どもの居場所づくり」（実施箇所：5箇所）
・子どもの学習支援の充実（平成30年7月から支所会議室でも実
施し，実施箇所が２箇所から3箇所に拡大）
・だいごっこ絵画展の実施（2回開催，作品数延べ394点）
・だいごっこ育み研修会の開催（平成31年1月）

三所地域力推
進室
子どもはぐく
み室

18
新しい定時制単独高校の
創設（伏見工業高校敷地
の活用整備）

・「新しい定時制単独高校」創設に向けた施設整備工事の実施
・「新定時制単独高校の創設に係るワーキンググループまと
め」の具体化に向けた検討

・「新しい定時制単独高校」の創設に向けた基本設計・実施設計
の策定
・「新定時制単独高校の創設に係るワーキンググループまとめ」
の具体化に向けた検討

教育委員会

19 向島秀蓮小中学校の創設
・平成３１年４月の向島中学校区における学校統合による義務
教育学校（小中一貫教育校）「向島秀蓮小中学校」の創設に向
けた取組を推進

・地元3学区とＰＴＡ等で組織される「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，小中一貫教育校の開校に向け
た諸課題の検討及び取組を推進（校歌・校章の作成，通学安全対
策，開校式の検討等）
・新校舎建設工事 竣工

教育委員会

20
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

・災害危険箇所対策会議の実施
・区総合防災訓練及び区役所・支所災害対策本部運用訓練の実施
・京都市一斉防災行動訓練の実施
・初期初動対応研修の実施
・区総合防災訓練及び学区総合防災訓練への参画（区内32学
区）

三所
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

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



21
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(56回)
・避難所運営マニュアル（ペット用避難スペース等）検証作業へ
の協力
・防災意識向上のための講演会（3回）
・クロスロード研修の開催（1回）
・自主防災会に対して防災に利用する資機材の購入費用の補助

三所
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を推進
・啓発イベント・啓発活動の実施，安心安全情報掲載のチラシ
の発行等

・防犯カメラ設置補助金の交付（15団体40台）
・市民しんぶん伏見区版への安心安全情報の掲載
・犯罪被害を予防するための街頭啓発活動を実施
・防犯啓発のためのラジオ放送を実施
・外国人観光客向けのマナー啓発を実施
・子どもの居場所において醍醐安心安全教室を実施

三所
地域力推進室

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＞等

・地域で自主的に取り組まれる防犯，交通安全，子どもたちの安
全対策などの身近な安心安全のための活動において使用する，帽
子，ベスト，電柱幕等の購入費用の一部を補助（17団体）

三所
地域力推進室

24
【新規！】
伏見稲荷大社周辺の歩き
やすいまちづくり　★

・伏見稲荷大社への訪問者の交通手段，経路等，交通状況の調
査
・本市関係部局や警察，専門家等による検討会議の立上げなど
を通じた対策の検討

・伏見稲荷大社周辺での交通状況調査及びアンケート調査の実施
・地域団体や伏見稲荷大社，警察，事業者，本市関係部局等が連
携して対策を検討する「伏見稲荷大社周辺の住みよいまちづくり
会議」を設置し，平成31年3月に第1回会議を開催

深草支所
地域力推進室

25
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の取組の推進
・学区住民による「まちづくりビジョン推進委員会」の，まちづ
くりビジョンに基づく取組を支援

深草支所
地域力推進室

26
大岩街道周辺地域の良好
な環境づくりの推進　★

・各エリアのまちづくり協議会を支援し，地区計画素案の作成
に向けた取組等を推進

・鎮守池及び監視小屋跡地におけるまちづくりの取組（地元及び
大学との共汗による環境整備やイベントを実施）
・Ａエリア（まちづくり協議会への支援など）
・Ｂエリア（まちづくり協議会の設立，地区計画の目標（案）の
作成，まちづくりニュースの作成など）
・Ｃエリア（岡田山撤去連絡協議会の開催（2回））

深草支所
地域力推進室

27
不良な生活環境を解消す
るための支援

・新たな事案への早期対応・解消，ごみ屋敷解消に向けた支援
・取組事例集を作成し，関係機関へ配布し取組への理解を図る
・ごみ屋敷を増やさないために予防に関する研修を関係職員に
実施

・対策会議の開催（6回）
・清掃の実施，訪問指導，見守りなど（＊）
＊個別の案件に応じて，地域住民，消防，警察，行政，関係機関
で取り組んでいる。

全職員

28
【新規！】
違法不適切な「民泊」対
策の強化

・市民及び観光客の安全安心の確保と地域住民の生活環境の保
全のための，違法不適切な「民泊」に対する指導の更なる強化

・「民泊」対策専門チームの体制強化（46名の専任職員，その
他兼任職員も多数）
・京都府警察との連携のもと，「京都市「民泊」対策等連絡協議
会」の設置
・徹底した適正化指導による違法「民泊」の激減

保健福祉局

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

・複線化工事(JR西日本)の実施(用地買収，埋蔵文化財調査，家屋
調査等を含む)
・桃山駅のホーム改良工事の施工

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



・横大路運動公園の再整備・防災機能強化
・横大路運動公園再整備における多目的グラウンド等の設計業務
委託を実施

文化市民局

・市営住宅耐震改修等改善事業（醍醐南，大受）

・大受市営住宅における耐震改修工事の実施設計，1号棟の工事
着手
・醍醐南市営住宅（1～9棟）耐震改修，エレベーター設置等工
事（平成30年10月31日完成）

都市計画局

・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，深草地区）
・「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」の推進
・伏見西部第三地区，第四地区，第五地区の土地区画整理事業

・京阪藤森地区, 桃山御陵前地区及び深草地区において道路のバ
リアフリー化の設計，工事を実施
・京橋，宮前橋，飯食橋，常盤橋の整備を実施
・土地区画整理事業の各施行地区内において，道路，公園，水路
等の整備工事を実施

建設局

・伏見大手筋地域の浸水対策の推進
・伏見第3導水きょ，伏見2号分流幹線及び道阿弥幹線の整備を
継続実施

上下水道局

1 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，ＳＮＳ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

・マイナンバーカードの交付（7,498件）
・受領していない方への受取勧奨や日曜臨時交付（171件）
・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
・「来庁者・窓口サービスアンケート」を実施し，結果を基に各
所属においてカウンターの整理整頓や声掛けの徹底など可能なも
のから随時改善

全職員

2
「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

・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30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
・きょうかん推進委員会（5回実施）

全職員

3

働き方改革と区役所職員
の「人間力」「職員力」
「組織力」の更なるパ
ワーアップ

・地域活動や社会貢献に参加し，人間力を高め，伏見で輝ける
よう，職員の働き方を改革

・各所属において真のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
機運の醸成

全職員

4
市税，保険料等の適性・
公平な賦課と徴収率の向
上

・市税，保険料等の負担の公平性を確保する取組を強化

・文書指導，窓口等での口頭指導に加え，訪問指導を積極的に取
り入れ，制度や納付の必要性を丁寧に説明し，介護保険料徴収率
が向上
・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し，徴収率が向上
・市税滞納者への効率的な財産調査や効果のある滞納処分の徹底
等の取組により，徴収率が向上

三所
健康長寿推進
課
保険年金課
子どもはぐく
み室
税務センター

⑤安心安全で，
人にやさしい便
利なまちをめざ
します

30
安心安全に暮らせる環境
づくり

より良い
サービスの
提供と区役
所の機能強
化

●徹底した区民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


