
目標 実績 備考 所属等

1 伏見エコライフプロジェクト ・エコな取組をまとめた冊子作成による伏見版エコライフの情報発信

・「伏見ですむ　エコライフスタイル事例集」を作成し，伏見区役
所にて配布の他，深草支所，醍醐支所，神川出張所，淀出張所，環
境関連施設，区内図書館等へ送付
・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
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

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

・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やごみの分別・リサイクルの周知・啓発

・コミュニティ回収（541団体）や使用済てんぷら油回収（129
団体）等，地域の自主的なごみ減量の取組の支援（※団体数は伏見
区全体の数値）
・地域学習会「しまつのこころ楽考（がっこう）」や地域のイベン
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の稼
働及び環境学習施設「さすてな京
都」のオープン

・南部クリーンセンター第二工場の稼働,環境学習施設「さすてな京
都」のオープン（令和元年10月予定）

・令和元年9月に南部クリーンセンター第二工場建替え整備工事が
完了
・同年10月から第二工場稼働が開始するとともに，環境学習施設
「さすてな京都」がオープン

環境政策局

4
伏見の魅力や強みを活かした文化・
観光振興の推進

伏見 文化・観光の語り部…伏見の「浜」や「酒」をテーマにした新
コースの追加等
【新規】伏見地域の観光振興…「伏見・観光文化検定（仮称）」の創
造，研究

・語り部の実施（年26回実施，113名の参加）及びスキルアップ
研修の実施
・語り部PRチラシの作成及び関係機関への配布

伏見区役所地域力推進
室

5
【新規】
伏見の“農力”活用・魅力発信プロ
ジェクト

・各広報媒体を通じた伏見の「農力」の魅力の情報発信
・生産者・事業者のネットワーク構築に向けた支援

・区役所HPや市民しんぶん伏見区版を活用した農の魅力発信
・農家と事業者とのネットワーク構築支援を目的とした意見交換会
を開催（令和2年2月27日延べ17名参加）

伏見区役所地域力推進
室

6
伏見連続講座
-ふれて、しって、みて伏見-

・京都で開催されるICOM（国際博物館会議）にちなんだ伏見の「文化
芸術」，「地域産業」をテーマにした新たな講座などを開催

・地域の団体や大学との連携で区民等向けの講座を実施（全27講
座延べ2,321名受講）
・伏見区産の花を使った親子体験講座と学生対象の水彩画教室を新
たに開催

伏見区役所地域力推進
室
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

7
【新規】
深草の魅力　再発進

・深草マルシェの開催
・深草ウォーキングＮＡＶＩ（伏見稲荷大社～伏見桃山城）の作成
・深草トレイルの環境整備や更なる魅力発信
・市民参加による鎮守池の再生
・吉兆くんによる深草のＰＲ

・深草マルシェ in spring（約200名），in summer（約500
名），in winter（約600名）の計3回実施
・深草ウォーキングマップの刷新
・大岩クリーンアップ大作戦2019（11月約180名）
・鎮守池の環境整備（5月7名，6月12名，11月7名）
・吉兆くんフェイスブックによる広報（計105回）

深草支所地域力推進室

8
【新規】
だいご文化活動応援隊

・文化プログラムのノウハウやスキルを持つ人財の発掘
・醍醐地域のまちづくり活動に対する文化プログラムの提供

・派遣応援隊：4団体，派遣回数：6回
・「伏見」を題材にした「伏見～るかた」体験，しめ縄づくり等の
活動（延べ121名参加）

醍醐支所地域力推進室

9
【新規】
子どもたちに対する文化財普及啓発
事業

・地域で発掘された出土遺物を活用した講座や瓦の拓本等の体験講座
・参加人数（同伴者含む）：11人（26人）
・醍醐寺境内の見学と説明
・醍醐寺出土瓦等の拓本体験（醍醐寺修証殿）

醍醐支所地域力推進室

基本方針・重点方針
令和元年度重点取組

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

令和元年度　　区運営の総括表

取組名

＜様式２－２＞区共通様



10 伏見ルネッサンスプランの推進

・南部クリーンセンター第二工場の稼働,環境学習施設「さすてな京
都」のオープン（令和元年10月稼働，オープン予定）
・伏見西部地区土地区画整理事業の推進
・横大路運動公園の再整備・防災機能の強化
・雨水幹線（伏見第３導水きょ）工事の推進（平成31年度供用開始予
定）など

・第22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
・10月から第二工場稼働が開始するとともに，環境学習施設「さ
すてな京都」がオープン
【伏見西部第三地区】
・令和元年度末における仮換地指定率97.9％
・国道１号千両松交差点付近の事業計画変更完了
【伏見西部第四地区】
・令和元年度末における仮換地指定率49.5％
・都市計画道路横大路中通を中心とした道路及び幹線水路（11
号・12号）の整備に係る予定地の移転補償等の実施
【伏見西部第五地区】
・令和元年度末における仮換地指定率23.5％
・都市計画道路を中心とした道路及び承水路を中心とした水路の整
備工事を進めている。
・横大路運動公園再整備・防災機能強化に係る園路等整備工事に着
手
・伏見第3導水きょの供用を開始

伏見区役所地域力推進
室
環境政策局
文化市民局
建設局
上下水道局

11
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
・久我・久我の杜・羽束師地域まちづくり協議会主催の「久我，久我の
杜，羽束師　健康福祉まつり」の場を通じた高齢者の健康づくりなどの
支援

・啓発資料の作成・配布「MMニュース（年3回配布：4月，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

12 向島ニュータウンの活性化

・住民主体による「まちづくりビジョン推進会議」，各ワーキンググ
ループ（住環境＋防犯，子ども・若者支援，防災等）の運営支援
・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」による地域主体のまちづくりの支援
・向島の歴史や文化的な資源を活用した魅力の発信

・向島まちづくりビジョン推進会議の開催（第1回：5月，第2
回：8月，第3回：12月）
・各ワーキンググループの開催（41回）
・向島まちづくり通信の発行（5月，9月，12月，3月）
・地域団体活動ステップアップサポート助成事業の募集（募集期
間：4月～6月，交付決定：8月）
・向島地域の魅力発信動画の製作

伏見区役所地域力推進
室
都市計画局

13
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

・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

・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

14 らくなん進都のまちづくり
・土地所有者奨励金制度の対象の拡大や土地利用状況の調査等による企
業集積の推進
・らくなん進都整備推進協議会との連携によるまちづくり活動の推進

・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7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
・らくなん進都の土地利用状況調査及び交通流動実態調査の実施

都市計画局

15 伏見区区民活動支援事業
・重点支援事業（子どもの貧困対策等，健康長寿，地域防災）をはじめ
とする各分野のまちづくり活動の支援

・区民主体のまちづくり活動を支援（採択事業数：53事業）
・3つの重点支援事業を採択（採択事業数のうち17事業）
・市民しんぶんへの掲載，活動事例集の作成等による広報支援

伏見区役所地域力推進
室
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

16 伏見をさかなにざっくばらん
・新たに新規チームを立ち上げようとする参加者に対する相談体制等の
支援の充実

・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481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

伏見区役所地域力推進
室

17 地域力・文化力が輝くまち・深草 ・深まるねっと（まちづくりカレッジ，まちづくりサポート）の実施

・深草まちづくりカレッジ第1回（30名），第2回（29名），第
3回（18名）の実施
・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）

深草支所地域力推進室

18 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37
件の活動に延べ225名の応援隊を派遣

醍醐支所地域力推進室

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

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



基本方針 目標 所属等

・「若い世代からの健康づくり」と「元気に年を重ねるための健康づく
り」の取組の勧めと，自主的な取組の継続につなげる支援
・生活習慣病予防やがん予防に関する普及啓発と検診の受診勧奨
・関係機関や健康づくりサポーター等と協働した健康づくり活動の支援
・食育セミナー等を通じた，栄養・食生活に関する普及啓発の実施
・オーラルフレイル（口腔機能の虚弱）予防をはじめとした歯と口の健
康づくり

・「若い世代からの健康づくり」と「元気に年を重ねるための健康
づくり」の取組を進め，自主的な取組の継続につなげる支援として
各種健康教室の開催（延べ参加者187名）
・生活習慣病予防やがん予防に関する普及啓発として出前教室の開
催（延参加者557名），集団検診会場でのチラシ配布によるがん
検診の受診勧奨（延べ2,526名）
・京都南西病院と連携した自主グループ育成支援（延べ参加者
162名）と健康づくりサポーターによるオリジナル体操，ウォー
キング等を通じた区民との自主的な活動の後方支援（延べ参加者
5,034名）
・栄養成分表示を活用し，適切な食品を選択する力を身に着けるた
めのセミナーの実施（延べ213名）
・オーラルフレイル（口腔機能の虚弱）予防をはじめとした歯と口
の健康づくりに関する教室を実施（延べ751名）

伏見区役所地域力推進
室
伏見区役所健康長寿推
進課

・みんなのこころのケア作戦～ふかくさこころのカフェ2019～【新
規】
・深草まるごと健康フェスティバル
・３歳児健診に来所する保護者を対象とした乳がんの予防啓発【新規】
・「深草吉兆くん体操」や「ふかくさ春夏秋冬健康レシピ」の普及啓発

・精神障害に関する正しい理解と認識を深めるための啓発事業の実
施（「龍谷祭」「深草100円商店街」での啓発や深草総合庁舎に
おけるイベント・作品展示，ふかふか深草こころマップ発行など）
・深草北部地域包括支援センターと共催し，龍谷大学の学園祭に
て，健康づくりイベントを開催。各種健康測定や健康づくりに関す
る展示や啓発を実施（来場者数：351名）
・乳がん月間である１０月に，3歳児健診の保護者を対象に，視触
診モデル等の活用やミニ講話の啓発を実施。また，3月に新型コロ
ナウイルス対策のうえ，お風呂用啓発シートの配布・説明により啓
発を実施（10月・2回，3月・1回，延べ参加者：45名）
・伏見健康サポートクラブの協力により，概ね月1回，「深草吉兆
くん体操」を実施（10回，延べ115名，新型コロナウイルス対策
のため3月は中止）また，高松橋ひろばにおける地域のイベントに
て，「深草吉兆くん体操」を実施（2回，延べ約200名）
・「ふかくさ春夏秋冬健康レシピ」を深草マルシェ等のイベントや
地域交流サロンにて配布し，普及啓発を推進（累計8,000部印
刷）

深草支所地域力推進室
深草支所健康長寿推進
課
深草支所障害保健福祉
課

・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
・商業施設と連携した健康イベント「おいでやす いきいき応援ひろ
ば」の実施
・食育指導員との連携による「防災食講座」
・口腔ケアの大切さを啓発する「歯っぴースマイル大作戦」の実施

・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（11回）
・商業施設との健康イベント「おいでやすいきいき応援ひろば」の
実施（4回）
・食育指導員との連携による「防災食講座」の実施（1学区）
・口腔ケアの大切さを啓発する「歯っぴースマイル大作戦」の実施
（1回）

醍醐支所地域力推進室
醍醐支所健康長寿推進
課
醍醐支所子どもはぐく
み室

・地域や関係機関との連携による，地域の特色に応じた参加しやすい子
育てイベント等の開催【新規】
・学校や伏見青少年活動センター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及び子育てに関する情報発信
の充実

・5地域で計13回の子育てイベントを実施。リユース会との同時
開催により参加者が増加（2月28日の講演会も昨年より申込みが
増えたが，コロナ感染拡大防止のため中止）
・思春期教室を8回実施（全9回を予定していたが，コロナ感染拡
大防止のため1回中止）
・子育て支援情報誌を3,000部発行し，赤ちゃん訪問等で活用。
・ホームページにおける情報発信の充実

伏見区役所地域力推進
室
伏見区役所子どもはぐ
くみ室

・思春期における次世代を育む意識づくりの推進【新規】
・「吉兆くんの子育て応援便」による子育て応援グッズの配布や子育て
情報の発信

・京都市中高生と赤ちゃんとの交流事業「深草中学校でこんにち
は」への協力（深草中学校3年生122名参加），赤ちゃんとの交流
事業（3日間延べ103名参加）
・吉兆くんの子育て応援便の申込数（計80件），吉兆くんの子育
て応援便に係る交流会を実施（参加者数16名）

深草支所地域力推進室
深草支所子どもはぐく
み室

19

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

健康長寿の取組の推進

子どもはぐくみの取組の推進20

取組名



・要保護児童対策地域協議会の連携強化及び思春期児童，妊産婦への支
援による児童虐待の予防
・「子どもの居場所づくり」の取組に対する支援
・生活保護世帯等の中学生を対象とした学習会への支援
・「だいごっこ育み委員会」における絵画展や研修・交流事業の実施
・ひとり親家庭支援センター「ゆめあす」との連携による講習会，相談
会の開催【新規】

・要保護児童対策地域協議会の開催（実務者会議8回，個別ケース
検討会議36回）
・すくすく子育て応援事業（訪問回数：延べ197回）
・思春期教室の開催（5回）
・「子どもの居場所づくり」（実施箇所：5箇所）
・中学生学習会（実施箇所：支所会議室を含め3箇所）
・だいごっこ絵画展の開催（2回開催，延べ423作品）
・だいごっこ育み研修会の開催（令和2年1月）
・「ゆめあす」と連携し「出張mama*cafe」を開催（令和元年8
月）

醍醐支所地域力推進室
醍醐支所子どもはぐく
み室

21
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（令和3年4月開校予定）に向けた施
設整備工事の実施

・開校に向けた施設整備工事に着手
・「新定時制高校開設準備室」を設置し，教育内容を検討するとと
もに，校名を「京都奏和高等学校」に決定
・令和2年2月に生徒・保護者を対象とした学校説明会を実施（約
700名が参加）

教育委員会

22 向島秀蓮小中学校の創設
・伏見区では初となる小中一貫教育校「向島秀蓮小中学校」を開校し，
学校教育目標「一人一人の人間性を磨き，未来を拓く力の育成」に沿っ
た取組を推進

・義務教育学校（小中一貫教育校）「京都市立向島秀蓮小中学校」
開校（平成31年4月）
・学校教育目標「一人一人の人間性を磨き，未来を拓く力の育成」
に向けて,クリティカルシンキングを取り入れた授業を核として,
「発信する力」,「コミュニケーション力」,「考える力」を育てる
ための取組を推進

教育委員会

23 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（35回）

伏見区役所地域力推進
室
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

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)
・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 （8学区）
・防災意識向上のための講演会（８回）
・クロスロード研修の開催
・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

伏見区役所地域力推進
室
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

25
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を推進

・防犯カメラ設置補助金の交付（24団体61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

伏見区役所地域力推進
室
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

26
学区の安心安全ネット継続応援事業
（安心生活推進プロジェクト）

・地域での自主的な安心安全に関する活動への財政的支援
・安心安全に関する啓発意識の向上に向けた取組

・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）

伏見区役所地域力推進
室
深草支所地域力推進室
醍醐支所地域力推進室

27
伏見稲荷大社周辺の住みよいまちづ
くり

・「ゴミ・環境問題」，「交通混雑・観光分散化」のテーマに分けて集
中的に取組を推進
・交通状況調査や大社への参拝者を対象としたアンケート調査の結果等
を踏まえた混雑対策等の実施
・関係機関との連携によるJR稲荷駅西口改札の設置に向けた検討 等

・伏見稲荷大社周辺道路の交通状況調査の実施
・「伏見稲荷大社周辺の住みよいまちづくり会議」を，部会等も含
め10回開催。ゴミ箱の設置やWi-Fiとデジタルサイネージを活用し
たマナー啓発等の対策を実施
・JR稲荷駅西口改札設置に向け，本市とJR西日本で協議を行うと
ともに，JR西日本において現地測量や概略設計を実施

深草支所地域力推進室
建設局

28
住民主体のレジリエンスのまちづく
り

・まちづくりビジョンの取組の支援
・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

⑤安心安全で，
人にやさしい便
利なまちをめざ

します



29
大岩街道周辺地域の良好な環境づく
り

・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
取組等を支援

・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（まちづくり協議会への支援，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

30
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
・リーフレットの作成や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
・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

31 違法不適正な「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，これまで取り組んできた「民泊」に対する通報等への対応や，違法
不適正な「民泊」に対する指導等の更なる推進

・旅館業施設における使用人等の駐在規定の全面施行（令和2年4
月）に向けた周知啓発の徹底。
・徹底した違法な「民泊」施設の適正化指導による違法「民泊」の
激減

保健福祉局

32
ＪＲ奈良線高速化・複線化　第二期
事業の推進

・藤森駅～六地蔵駅間の複線化工事の実施（平成29年4月着工，令和4
年度開業予定）
・桃山駅の奈良方面ホーム改良工事の実施（平成31年度設計実施）

・令和4年度開業に向け，軌道敷設のための工事を実施
・桃山駅の奈良方面ホーム改良工事の実施

建設局

基本方針 目標 所属等

・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・防災機能強化に係る園路等整備工事に着
手

文化市民局

・市営住宅耐震改修等改善事業（大受，下鳥羽）
・駅等のバリアフリー化の推進（桃山駅（ＪＲ西日本），鳥羽街道駅
（京阪））

・大受市営住宅（１号棟及び２号棟）の耐震改修工事を実施
・下鳥羽市営住宅における耐震改修工事の実施設計変更及び施工業
者との仮契約締結
・桃山駅（ＪＲ西日本）において，エレベーターを併設したこ線橋
を整備
・鳥羽街道駅（京阪）については，令和２年度以降の事業着手に向
け，国に対して要望活動を実施

都市計画局

・道路のバリアフリー化事業（京阪藤森，桃山御陵前）
・「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」の推進
・伏見西部地区土地区画整理事業
・府道三栖向納所線の道路改修工事
・伏見稲荷大社裏参道の石畳補修工事

・京阪藤森地区, 桃山御陵前地区において道路のバリアフリー化の
設計，工事を実施
・宮前橋，中之郷橋，淀高架橋，稲荷橋，神泉苑橋，常盤橋，東住
吉橋，西中之郷橋，向畑橋の整備を実施
・（第三地区）３号公園予定地の整地工事等実施
・（第四地区）道路及び水路整備に向けた準備，街路築造工事の実
施
・（第五地区）企業誘致による地域のまちづくりを考える地元組織
の立上げ支援，承水路の整備工事及び納所・横大路地区の街区築造
の工事の実施
・道路改良工事（三栖向納所線）Ｌ＝１４０ｍ 実施(着手）
・舗装道補修工事（深草緯２４号線）Ｌ＝１０６ｍ実施（着手）

建設局

・伏見大手筋地域の浸水対策の推進
・伏見第3導水きょ及び伏見2号分流幹線の供用を開始
・道阿弥幹線の整備を継続実施

上下水道局

・大岩山における安全対策の推進

・平成30年7月の豪雨により堆砂した大谷池の浚渫工事を，令和
元年度に実施し，完了
・大岩山の恒久的な安全対策に係る指導（土地管理者が是正工事に
着手）

産業観光局
都市計画局等関係局

33

⑤安心安全で，
人にやさしい便
利なまちをめざ

します

安心安全に暮らせる環境づくり

取組名



基本方針 目標 所属等

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，伝わる
力を強化
・「区役所窓口サービス向上プラン（平成30年4月策定）」を踏まえ
た取組の推進

・マイナンバーカード交付時に証明書のコンビニ交付の勧奨
・らくらく窓口証明書交付サービスの導入（発行件数：595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

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

・「京都市職員コンプライアンス推進指針」に基づく服務及び業務状況
の管理の徹底
・公務員としての高い規範意識に基づく適正・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
・令和元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）を実地
・きょうかん推進委員会を4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

・真のワーク・ライフバランスを推進し，健康な心と体を維持し，いき
いきと創造的に働きながら，地域活動や社会貢献への積極的な参加を推
進
・職員の文化力，人間力を高めつつ，伏見ならではの魅力等の情報発信
主体となる

・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，保険料等の適正・公平な賦課と
徴収率の向上

・丁寧な納付相談等を通じた自主的な納付の一層の推進
・滞納者への効率的な財産調査や効果のある差押えの徹底などの取組に
よる徴収率の向上

・新型コロナウイルスに伴う徴収率への影響が生じる中，介護保険
料未納者に対する納付指導や減免制度の教示により自主的な納付を
支援
・丁寧で，きめ細かい納付相談・納付折衝を行うとともに，効率的
な財産調査や効果のある滞納処分の取組を実施し，徴収率が向上
・積極的な口座振替勧奨，滞納早期からの文書等による催告，財産
調査や滞納処分等徴収率向上に向けた取組の実施

伏見区役所，深草支
所，醍醐支所
健康長寿推進課，保険
年金課

取組名

●区役所運営の基本的な考え方
　 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

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


