
補助金交付事業概要 

【一般枠】 

事業名（団体名） 事業概要 
交付予定

額（円） 

向島まちづくり情報発信

推進事業 

（向島まちづくり情報発

信グループ） 

向島地域の文化、歴史、お店、人、事業所等の魅力を、「新

版向島まちづくり通信」やタウンマガジン「むかいじま 

だいすき」等で発信し、向島地域の良さを知ってもらうこ

とで、向島地域を明るく元気にする。 

300,000 

向島まつり２０２２ 

（向島まつり実行委員

会） 

向島地域５学区の住民が集う貴重な機会である「向島まつ

り」、「向島文化の日」を開催することで、多文化共生・健

康福祉のまちづくりを目指す。 

300,000 

みんなが支えあえるコミ

ュニティを築く 

（伏見わっか朝市） 

住民が集まりコミュニケーションできる場所を作るため、

毎週１回朝市や月１回のイベント、野菜の移動販売等を実

施する。 

300,000 

深草子ども食堂 

（深草子ども食堂実行員

会） 

深草地域で子ども食堂を運営し、地域の子どもたちの居場

所づくりとともに、地域でのつながりを作る拠点とする。

また、子どもの貧困問題や、学習環境の改善につなげる。 

280,000 

一時保育「ふかふか子育

てほっとタイム」支え合

い事業 

（NPO法人京都子育てネッ

トワーク） 

ママの元気をチャージする保育付き講座や顔見知りのスタ

ッフや地域住民による一時保育等を実施し、地域で子育て

を支え合う循環や関係性を構築する。 

300,000 

 

 

【重点支援枠】 

重点

課題 
事業名（団体名） 事業概要 

交付予定

額（円） 

子ど

もの

貧困

対策

等 

藤の木セカンドハウスス

タートアップ事業 

（藤の木セカンドハウ

ス） 

藤ノ木学区で小中学生を対象としたイベントを開催

し、地域住民が子どもの様子を知り、子どもと保護

者も地域について知ることを通じて、お互いが「信

頼」を基盤に置いた関係を作ることを目指す。 

150,000 

健康

長寿 

「育てよう咲かせよう花

と緑のまち久我」 

（久我地区社会福祉協議

会） 

久我、久我の杜、羽束師学区の６５歳以上の方を対

象に、コロナ禍でも個人で花づくりが楽しめる取組

を実施し、健康長寿や持続可能な地域コミュニティ

の形成を目指す。 

150,000 

地域コミュニティー力の

再生 

（桃山東支え合いの会） 

健康長寿の取組、七夕平和と祈りのコンサート等の

ふれあい・コミニュケーションの場の提供、清掃等

ボランティア活動の実施を通して、支えあい・共助

精神の再生・復活を目指す。 

150,000 

第４回久我・久我の杜・

羽束師 健康福祉まつり 

（久我・久我の杜・羽束

師地域まちづくり協議

会） 

健康福祉まつりについて、健康づくりのテーマに加

えて、新たに世代間交流ができる取組を実施すると

ともに、まつりへの参加を通じて地域活動に目を向

け、自治会加入へのきっかけとする。 

150,000 

地域

防災 

障がいインクルーシブな

防災活動 

（エイブル・パフォーマ

ンス集団『ガラ(柄)』） 

向島ニュータウン地域において、「障がいインクルー

シブな防災活動」として個別避難計画に基づく避難

訓練や研修会の実施、災害時要配慮者の避難場所の

確保に向けた取組を実施する。 

150,000 

別紙 



重点

課題 
事業名（団体名） 事業概要 

交付予定

額（円） 

地域

防災 

減らそう気候災害！エコ

ライフ連続ワークショッ

プ 

（桃山エコ推進委員会） 

グリーンカーテンや段ボールコンポストの取組や、

子ども向け自然エネルギーワークショップ、ロケッ

トストーブ製作などを実施し、家庭で取り組みやす

い CO2削減や防災対策を図るとともに、地域内の交

流を深める。 

150,000 

地域の防災力向上に繋が

る人材育成と防災マップ

作り 

（深草学区自主防災会） 

防災マップの作成や避難行動マニュアルの改訂、ま

た避難行動や災害・防災に関する勉強会などを実施

し、避難所運営と支援者の対応能力の強化、学区内

の信頼関係の構築を目指す。 

150,000 

池田東版「災害時の安否

確認行動モデル」の策定 

（池田東学区自治町内会

連合会） 

災害発生時に安否を知らせる「無事です。サイン」

を製作し、それを活用した継続的な訓練を実施する

ほか、毎月５日を「学区の安全確認の日」と定め、

サイン掲出の習慣化などの行動項目を盛り込んだ池

田東版「災害時の安否確認行動モデル」を策定す

る。 

150,000 

防災「すごろく大会」避

難所めざして GO！GO！ 

（春日野学区自主防災

会） 

避難所へ向かうことを疑似体験できるすごろくゲー

ムや防災士による避難所生活等の講話を行い、災害

時の適切な行動について親子で楽しく学習できる場

を創出する。 

80,000 

若者

活躍 

「向島大作戦 with 

youth」 

（向島ユースセンター実

行委員会） 

向島地域の若者を対象に、ユースワーカー等が地域

に入る際の支援しながら、地域のイベントに若者自

身が企画したブースで出店することで、若者の地域

参画の一つの形を示す。 

150,000 

地域

経済

活性

化 

「パラレルドラマ」制作 

（伏見ＷＥＢドラマ実行

委員会） 

伏見港パートナーの有志の連携により、WEBドラマを

制作し、動画投稿サイトを通じて配信することで、

伏見港周辺の認知向上や観光誘致による伏見地域の

経済活性化を図る。 

150,000 

地域のおしごと博物館プ

ロジェクト 

（まちのきょういく委員

会） 

深草地域の小学生を対象に、地域の企業団体の仕事

体験の場をつくることで、自分の住むまちのお店や

会社を知り、地域で働く未来を考える機会をつく

る。 

150,000 

 

 

【小規模枠】 

事業名（団体名） 事業概要 
交付予定

額（円） 

スクールゾーン美化プロジェ

クト 

（スクールゾーン美化プロジ

ェクト） 

久我の杜小学校前において、スクールゾーンの草取りと

季節の花の手入れ等に取り組むことにより、犯罪防止や

地域交流による住み続けたいまちづくりにつなげる。 

100,000 

向島の「歴史・史跡駒札」マ

ップ、印刷配布事業 

（向島の「歴史・史跡駒札」

顕彰会） 

昨年度作成した向島の「歴史・史跡駒札」マップの更な

る配布やまち歩きに取り組み、向島地域のさらなる活性

化につなげる。 

100,000 



“こうえん”であそぼう！at

伏見 

（ミラスタ！つながる“こう

えん”プロジェクト） 

障がいの有無に関わらず、みんなで一緒に遊べるアイテ

ムであるシャボン玉を使い、現状の公園の中にインクル

ーシブな遊びの場をつくり、公園に来づらかった親子の

外出や、子どもが多様性を理解するきっかけとする。 

100,000 

事業名（団体名） 事業概要 
交付予定

額（円） 

親子でうどん作り教室 

（五感で学ぶ料理教室 クク

ラボ） 

伏見区の親子を対象に「食べる力」＝「生きる力」を育

むための体験型食育を開催し、親子で作ることで親子間

のコミュニケーションを深め、家での食育を促進する。 

100,000 

向島駅前の環境整備と活性化

―SDGSの実践― 

（ＮＰＯ法人向島駅前まちづ

くり協議会） 

“生きがいづくりと健康づくり”の場となる活動に加え

て、新たに、再生エネルギーを活用した公園の池や川の

水質浄化や、稀少生物の育成保存活動に取り組み、自然

環境の保全、生物多様性の維持など SDGSの推進につな

げる。 

100,000 

子どもが書いて大人が読む 

「ふしみ子ども新聞」 

（inote+P（あいのてぷらす

ぴー）） 

子どもが取材から作成、配布までを行う「こども新聞」

を実施し、子どもの視点で伏見の社会資源の発掘した情

報を地域の人に伝えることで、主体性を育み、将来の仕

事を担うきっかけや、地域の社会資源を発掘し広めるこ

とにつなげる。 

100,000 

区内史跡巡りと健康維持のラ

ジオ体操 

（藤森神社ラジオ体操の会） 

地域再発見や地域高齢者のコミュニケーションの活性化

を目的として、史跡巡りを実施する。また、藤森神社参

道において、ラジオ体操や清掃活動を実施し、健康維持

や地域の美化を図る。 

70,000 

みんなで使ってみよう高松ひ

ろば 

（高松橋ひろばづくりの会） 

高松橋ひろばにおいて、マルシェや子どもたちとの水遊

び交流会、清掃・水やり・クローバーの種まきなどを実

施することで多世代交流を促し、地域の活性化につなげ

る。 

100,000 

深草アーカイブ普及啓発 

（深草地域の文化「保存・継

承・創造」プロジェクト実行

委員会） 

昨年度に完成した深草アーカイブについて、アーカイブ

の追加や、パネル巡回展、まち歩き等による普及啓発を

行い、地域への愛着の形成や地域活動の活性化を図る。 

100,000 

鴨川運河高松橋及び極楽橋の

竣工 100周年記念事業 

（鴨川運河会議） 

高松橋と極楽橋の 100周年にあたり、地域商店街と連携

し、各橋への学びを深める交流会等を開催することで、

住民が地域資源に“気づき”、新たな活動や事業の創造

を図る。 

100,000 

「仕掛学」を用いた大岩街道

周辺地域の歴史的な街道再生 

（龍谷大学政策学部井上ゼ

ミ） 

大岩街道周辺地域において、住民・事業者・行政と連携

して、定期的な清掃活動や交流、「仕掛学」を用いた不

法投棄の抑制や歴史的街道の再生等を実施し、地域環境

の維持、保全を図る。 

100,000 

一日プレーパーク体験 

（きょうのあそびば） 

折戸公園において「一日プレーパーク体験」を実施し、

子どもたちが安心して自由に遊べる環境を創出するとと

もに、プレーリーダーの人材育成を行い、地域の中で子

どもが伸び伸びと遊び育つことにつなげる。 

100,000 

地域でつながる親子交流支援 

（Ma’ marche（ママルシ

ェ）） 

醍醐地域において、孤立を感じている子育て世代を対象

に、交流拠点での出張販売、親子交流イベントなどを開

催し、また、ママ同士のオンライン交流を行うことで、

孤立を防ぎ、子育てを支援する。 

100,000 

 


