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伏見区役所深草支所 担当区長

山本 ひとみ Yamamoto Hitomi
平成３年度採用

　年間5,000万人を超える観光客が訪れる都市・京都。美しい景観や神社仏閣はもちろんのこと，まちに
根付いた伝統産業や生活文化，京都市民の日々の営みこそが，このまちの魅力となって多くの人々を惹き
付けているのではないでしょうか。
　私が伝統産業課在職時に力を入れたのが，京都の伝統産業を，メディアの発信力が強い首都圏の方々
に知っていただく取組でした。異業種と伝統工芸品をコラボさせたイベントを企画・実践したり，海外向け
に考案した工芸品の販路拡大のお手伝いをしたりと，非常にやりがいのあるプロジェクトに関わらせてい
ただき，自ら成長することができたと感じています。このような事業が可能であったのは，ひとえに伝統産業
の職人の方々が長きにわたり，守り高めてきた素晴らしい技術があってのことだと実感しました。現在，伏
見区深草担当区長として携わっているまちづくりも同じことが言えます。伏見稲荷大社は，海外の旅行口コ
ミサイトで「日本の観光スポットランキング」６年連続首位に輝く屈指の観光名所ですが，国内外からこれ
ほど多くの観光客をお迎えできるのは，住んでいる方々のより良いまちづくりに向けた，たゆまぬ努力と地
域への愛があるからこそです。市民の方々の，自らのまちを誇りに思
う情熱を肌で感じ，共に歩んでいけることを大変うれしく思います。
　私たち公務員の使命は，人を幸せにする，その一事に尽きます。そ
して，私はそのために尽力する，市職員やその家族のこともとても大
切に思っています。私自身も職場の支えを得て子育てをしましたの
で，若手職員が家庭や育児と仕事を両立できるよう，できる限りサ
ポートしたいと常々思っています。将来にわたり,すべての人にとっ
て幸せな京都のまちをつくるために，どの部署でも，同じ目標を追求
できるのが我々の職場の最も素晴らしい特長です。いろんな可能性
と魅力を兼ね備え，様々なことに挑戦できる風土がある京都市役所
で，京都市の新しい時代を切り拓いてください。

すべての人を幸せにする京都のまち
市民と共に切り拓く京都市の新時代

　地図に残る仕事がしたい。そんな夢を抱いて京都市に入りました。そして20年以上に
わたり，道路や橋といったインフラ整備を中心としたまちづくりに取り組んできました。
多くの人と力を合わせて事業に取り組み，成し遂げた喜びをみんなで分かち合うことが
次の仕事へのエネルギーとなってきたと思います。
　そして現在は，京都市内のエリア活性化に全力を尽くしています。その一つである西
陣を中心としたエリアでは100人近くの専門家にヒアリングをし，徹底した住民参加の
下，ビジョンを策定しました。目指すのは，千年を超えて受け継がれてきた知恵や伝統技
術，育まれてきた文化を軸とし，産業，観光そして新たな技術の融合により，新たなビジ
ネスが生み出されるまち。「温故創新」をコンセプトに多くの人を呼び込む，新たな職住
一体となったまちづくりを進めているところです。
　これまでで最も印象に残っている仕事は，土木事務所にいたときの大雨特別警報発
令。被害が頻発するなか「我々みんなで守る」という強い気持ちで，言葉どおり一丸と
なって寝る間も惜しんで災害対応にあたりました。被災後の復旧工事も含めて目がまわ
るほど忙しかったですが「自分たちが地域を守っている」という誇りと自信があるから，み
んないい顔をして仕事をしていたのをよく覚えています。
　私が理想とする公務員像は，高度な専門知識を有する技術者のプロ，そして豊富な
経験を積んで的確な判断ができる行政マンのプロという，二つのプロフェッショナルで
す。京都市をもっと素敵なまちにしたいと思っている人は，ぜひ，京都市役所の扉を叩い
てください。私たちとワンチームとなって，未来に誇れる仕事に取り組んでいきましょう。

京都市のより良い明日のために
ワンチームとなって仕事に取り組む
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地域と共に行政・民間が一体となって取り組む
こんな京都になって良かったと思えるまちづくりを
　現在は，統廃合により閉校した学校跡地を活用する業務に携わっています。京都市には，明治時代
の先人たちが私財を出し合って設立した“番組小学校”が多くあります。今もなお，地域に愛され，自治
活動や防災の拠点として，大切な役割を担い続けています。地域の思いをしっかりと受け止め，民間の
創意工夫をいかし，新たな地域のシンボルとして生まれ変われるよう，地域と共に行政・民間が一体と
なって取り組んでいます。
　前の部署では，市役所内の法律相談や条例の審査といった法務の仕事に携わりました。市民生活を
支える制度の設計や京都市が直面する政策課題の解決を法的な側面からサポートする，やりがいの大
きな仕事です。専門性と市民感覚を擦り合わせ，長期的な視点で物事を考えることの大切さと難しさ
を学び，自身の成長につながりました。
　価値観が多様化し，社会問題が複雑化する時代の中で，市役所の仕事に唯一絶対の答えはありませ
ん。失敗や批判を恐れず，自分なりの考えで目の前の課題と向き合い，前向きに仕事を楽しんで欲しい
と思います。課題は山積，やりがいは無限大です。一緒に「こんな京都になって良かった」と思える“まち
づくり”に挑戦しましょう。
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　大好きなこのまちでずっと働き続けたい。その一心から京都市職員となり，以来，幅
広い分野の業務に携わってきました。市民の方の声を直接聴く機会の多かった福祉
分野の経験から，どんなときも「市民の方の暮らしを守り，支え，豊かにする」という仕
事の軸を大切にしています。
　現在は，国際会議をはじめ，企業の会議や研修旅行，展示会等の「MICE」※誘致推
進を担当。国内外から多くの方が集うMICEにより，京都の活力を高め，都市格を向上
させることを目指しています。海外の方の京都への関心の高さに触れるたびに，京都
に脈 と々受け継がれた有形無形の魅力を再認識し，このまちで働くことへの誇りと責
任を改めて強く感じる日々です。
　３度の育児休業を経ながらキャリアを重ねてきましたが，職場や家族の支えがあっ
てこそ。仕事，育児，PTA，自治会…様々なイベントが重なって大変だったことも，振り
返ればすべて自分自身への糧となり，新たな仕事に取り組む際の貴重な「引出し」にも
なっています。「次はこんな仕事がしたいな」と思わせてくれる，わくわくがいっぱい詰
まった京都のまち。京都市職員はこのまちの人達のために働き，このまちをもっと豊か
に，そして自らの人生も豊かにできる，素晴らしい仕事だと思っています。
※「MICE」とは，M（Meeting），I（Incentive tour），C（Convention），E（Event・Exhibition）の
　4つの頭文字をとった造語です。

まちを豊かに，人生も豊かに
大好きなまちと共に成長できる喜び


