
平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  北区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（北区） 

予  算  額 １６，４７０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 北区区民部総務課（４３２－１１９７） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○北区民まちづくり提案支援事業             ３，４５０千円 

「北区基本計画」の実現を目指す区民の自発的・自主的なまちづくり事業を公

募し，北区基本計画推進会議で選考・審査して，その経費の一部を補助すること

により，区民協働のまちづくりを推進する。 

 

【共汗型事業】 

  ○北区北部山間地域まちづくり構想策定事業        ４，４５７千円 

北山三学区（中川・小野郷・雲ケ畑)の伝統産業，自然景観，歴史的文化的資源

等の地域特性を生かした自発的･自主的な地域活性化の取組を大学，ＮＰＯ法人等

と連携して支援する。 

○北区の地域力を結集した安心安全のまちづくり事業    ２，８００千円 

防犯・交通安全対策，子供や高齢者の安全確保，防災活動等に取り組む地域団

体等の連携を図り，事故，疾病，災害等の状況分析・検討を通して，予防に重点

を置いた安心安全のまちづくりを推進する。 

                                   など 

 

 

 

 

 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  上京区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案支援・共汗型まちづくり事業予算」（上京区） 

予  算  額 １４，０１０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 上京区区民部総務課（４４１－５０２９） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○上京区民まちづくり活動支援事業             １，５７５千円

上京区民と行政のパートナーシップのもと，「絆で織りなす住みよいまち上京」

を実現するために，区民，ＮＰＯ法人，事業者等が自発的，主体的に企画・運営

する活動に対して助成金を交付し，取組を支援することで，上京区基本計画に「ま

ちづくりの将来像」として掲げる「先人の知恵」，「地域の絆」，「新しい力」

を生かすまちづくりを推進する。 

 

【共汗型事業】 

  ○上京えんじぇる応援団すくすくステッカーで子育て支援事業   ９８０千円

上京えんじぇる応援団事業の趣旨（地域の人たちのつながりの中で子育て家庭

をあたたかく見守るまちづくり）に賛同をいただいた地域住民や商店街の方々に，

子育て支援のための上京えんじぇる応援団すくすくステッカーを貼付していただ

き，子育て家庭の方がえんじぇるカードを提示することで，子育て支援のサービ

スを受けられる事業を実施することにより，上京区が一丸となって子どもがすく

すく育つまちづくりを目指す。 

○学生と協働した健康づくり推進整備事業（仮称）        ４００千円

学生が抱える保健・衛生に関する問題の予防・解決を目指して，学生との協働

により学生たちのヘルスリテラシー（自分自身の健康を決める力）の向上を目指

すとともに，「保健・衛生」をテーマにしたワークショップの開催や学園祭等へ

の啓発ブースの出店などを行う。  

など

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                               左京区役所 

事務事業名 
 京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（左京区） 

予  算  額 ２１，１６０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 左京区区民部総務課 （７０２－１０２１） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○左京のまちづくり活動支援事業  ５，３５８千円 

左京はあとふるプラン（区基本計画）の実現に向けて区民が自発的，自主的に企画・

運営する事業に対し，財政的支援を行う交付金制度を創設する。 

(1) 大学・学生協働推進枠 

大学のまち・左京の特性を生かしたまちづくりを進めるため，地域住民と大学・学生

が協働で地域の課題を解決する取組や，大学の研究成果を広く区民に還元し地域の

活性化につなげる取組を支援する。 

(2) 区民活動応援枠 

個性と活力にあふれたまちづくりを進めるため，地域の絆や資源を活用し，区民自ら

が主体的に取り組むまちづくり活動を支援する。 

(3) 安心安全応援枠 

誰もが安心して暮らせるまちづくりに向け，地域の安心安全活動を支援する。 

 

【共汗型事業】 

○共汗・交流・共生によるまちづくりの推進（久多地域の支え合い・助け合いのまち

づくり，静原地域のまちづくり，北部山間地域の子育て支援） ２，２１７千円 

・ 高齢化が進む久多地域において，地域と大学の連携により，地域の課題を整理し，自

助・共助による生活支援の方策を検討する。 

・ 静原地域のまちづくりの活性化を図るため，地域と大学の連携により，地域住民が共

有できるまちづくりの目標をまとめるとともに，地域が企画する事業を支援する。 

・ 北部山間地域で安心して子育てができるよう乳幼児の健康相談等を実施する。 

○左京学生ボランティアセンター（ネットワーク）の構築  ９００千円 

学生のパワーを地域のまちづくり活動に結びつけるため，区役所と区社会福祉協議会

とＮＰＯ法人が有する施策・ノウハウを融合し，情報のネットワーク作り，学生間・地域との

交流，活動に対する相談・助言などを通じ，学生のボランティア・市民活動を支援する。 

など

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  中京区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（中京区） 

予  算  額 １５，２６０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 中京区区民部総務課（８１２－２４２０） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○中京区にぎわいのあるまちづくり支援事業     ２，３６５千円 

  「にぎわいのある中京」の実現を目指して，区民主体のまちづくり事業を公募し，

取組を支援する。 

  

【共汗型事業】 

○区民との共汗による区基本計画の推進事業     １，８７０千円 

 中京のまちづくりに関わる人々の情報交換，活動交流の場である「中京まちづくり

会議」等の開催を行い，課題に応じた「協働型プロジェクト」の生成等により，第２

期中京区基本計画（平成２３年１月策定）を総合的に推進する。 

○中京区「歩いて楽しいまちづくり」共汗支援制度  ４，０００千円 

 区民主体の「交通問題プロジェクト」を中心として，細街路（４ｍ未満の道路等）

の歩行者等の安全確保等を目的とする取組を支援し，「通りの復権」を目指す。 

○京都みつばちガーデン推進プロジェクト事業    １，０００千円 

  市民団体との協働により，緑化のシンボルとして，「ニホンミツバチ」を区役所

屋上で飼育し，様々な媒体を通じて区民に発信することにより，緑化推進・啓発を

行う。 

 ○地域による避難所づくり強化プロジェクト事業   １，２５０千円 

 東日本大震災を教訓として，避難所運営に関わっていただくリーダーの育成を行

うとともに，避難所に関する情報を平常時から区民に広報しておくこと等により，

いざという時の円滑な避難所運営を目指す。 

など 

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  東山区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（東山区） 

予  算  額 １２，１４０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 東山区区民部総務課（５６１－９１０５） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○プロジェクト事業の推進   ２，５００千円 

東山区基本計画における喫緊の課題を解決するためのプロジェクト活動を，

大学や地域等の団体と協働で推進する。（「空き家活用プロジェクト」「職人

のまち東山プロジェクト」「地域の見守りプロジェクト」 など） 

○東山区まちづくり支援制度(課題解決型･自由提案型)１，６００千円 

（課題解決型） 

東山区内で活動を行う団体・グループに対し，区基本計画で示される課題の解

決に資する活動費を補助する。 

１件あたり事業費の3/4，20万円を限度に補助 

  （自由提案型） 

課題解決型以外で地域の活性化に資する活動費を補助する。 

１件あたり事業費の1/2，20万円を限度に補助 

 

【共汗型事業】 

○まちづくりカフェ＠東山の開設・運営   ５００千円 

 東山に関心のある方々が集い，その魅力を高めるために自主的な活動を行う  

まちづくり活動の場を開設・運営する 

○観光支援コミュニティの創設    ５００千円 

    東山を訪れるだれもが安心・快適に観光を楽しめるよう，車いすの介助や荷  

  物の一時預り等のおもてなしサービスを提供する商店等による観光支援コミ

ュニティを創設する。 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                 山科区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（山科区） 

予  算  額 １７，０８０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠

担  当  課 山科区区民部総務課（５９２－３０６５） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○山科“きずな”支援事業（仮称）  ５，３００千円 

 「第２期山科区基本計画」が目指す「心豊かな 人と緑の“きずな”のまち 山

科」の実現に向けて，区民，地域団体，ＮＰＯ法人，大学等が自発的，主体的に

行うまちづくり活動・事業を公募し，「第２期山科区基本計画推進会議」におい

て設置する「審査会」の選考・審査を経て採択された事業に対して補助金を交付

することにより，区民等との共汗・協働によるまちづくりを推進する。 

 

【共汗型事業】 

  ○小金塚地域の安心安全なまちづくりの推進  １，５００千円 

   急な坂道が多く，高齢化が進む山科区小金塚地域において，現在行われている

  私道の本市への移管作業の完了後に，公共交通を速やかに導入できるよう，住民 

  へのアンケート調査や，バスを実際に走らせる実証実験を行い，公共交通の導入 

  に向けた検討を進める。 

○新たな「陶灯路」の魅力発信事業  １，６００千円 

清水焼の器に水を張り，その中にロウソクを灯して並べ，灯りの路をつくる山

科ならではのイベント「陶灯路」をスケールアップするため，ＬＥＤ電球を使っ

た陶灯器を開発・制作し，山科の観光をより一層振興する。 

  ○「東日本大震災の被災地に山科の魅力を届けよう！」プロジェクトの実施 

                              １，０００千円 

   「おこしやす“やましな”協議会」と協働し，京都・山科の観光ＰＲキャンペ 

  ーンとして，東日本大震災の被災地に「キャラバン隊」を派遣し，山科の伝統産 

  業である清水焼等の紹介や，山科の陶灯路や観光地のＰＲを行う。 

  ○フリースペース「“きずな”の家 山科」（仮称）の設置  ３００千円 

   社会的に孤立する人をつくらないため，区民や地域福祉関係者との共汗・協働

  により，高齢者も子育て世帯も障害者も，気軽に立ち寄れる「フリースペース」 

  を設置し，地域社会の絆づくりの場とする。 

など

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



  平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  下京区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（下京区） 

予  算  額 １３，５６０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 下京区区民部総務課（３７１－７１６３） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

 ○下京区民まちづくり提案サポート事業（仮称）   ２，５７５千円 

下京区民の自発的，主体的なまちづくり活動への支援を通して，地域の課題の解決，

地域コミュニティの活性化と区民との協働によるまちづくりを推進する。 

 下京区基本計画に掲げる「まずやること」の一部の事業を区民提案型事業として実

施していく。 

 

【共汗型事業】 

 ○下京歩歩（ぽっぽ）塾              ２，１６３千円 

ＩＴ歩数計によるデータを活用し，大学研究室による科学的根拠に基づいた運動処

方，個々人に応じたアドバイス等効果的な手法を取り入れながらウォーキングを通じ

て，下京区民全体の健康づくりを目指して取り組んでいく。 

 ○下京・町衆倶楽部                ２，８８７千円 

  下京区を愛する方々が，自主的・主体的に自分たちのまちをより暮らしやすく，

魅力的なものにしていくために，自由な発想のもとで幅広い視点等から議論・実践

し，生み出されたネットワークと既存のまちづくり活動との有機的連動を図り，新

たなコミュニティの形が創造されることを目指す。  

など

 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                 南区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（南区） 

予  算  額 １４，７６０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 南区区民部総務課・まちづくり推進課（６８１－３１１１） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○みなみ力で頑張る！区民応援事業    ２，５００千円  

  南区が誇る“地域力（みなみ力）”を次世代に受け継ぐとともに，まちづくり 

の新たな展開を図るため，住民，ＮＰＯ法人，事業者等が主体となって取り組む新

たな活動を公募し，事業費を補助する。 

また，地域（自治会）主体の安心・安全の取組への支援も行う。 

 

【共汗型事業】 

 ○地域防災力強化ワークショップ事業  １，５００千円  

地域防災力の強化に向け，住民（自治会・自主防災会）と協働で，避難所の開設・

運営をテーマにした防災研修を実施する。 

  研修はワークショップ形式とし， 

①実際の避難所をモデルにした避難所の設営・避難体験，  

②個々の施設に合わせた開設・運営計画の検討， 

③運営マニュアルの作成に向けた検討 

の３段階で取組を進める。 

○地域力“みなみ力”パワーアップ事業  ８００千円 

  地域コミュニティの活性化に向け，地域の自治会・町内会と連携し，マンション 

にお住まいの方々との意見交換を通じて，参加の働きかけを行う。 

など

  

 

 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  右京区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（右京区） 

予  算  額 ２５，５００千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 右京区区民部総務課（８６１－１７７２） 

［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○新・右京区まちづくり支援制度   ６，１５０千円 

右京区民や大学，ＮＰＯ法人等の自発的，主体的なまちづくり活動を支援し，

地域コミュニティの活性化と共汗によるまちづくりの推進を図る。 

  「地域力向上枠」，「大学・学生枠」，「新しい公共・共汗推進枠」，「安心・

安全枠」の４つの枠を設け，それぞれのテーマに沿った活動を支援する。 

 

【共汗型事業】 

  ○右京ファンクラブ創出事業  ４，０６５千円 

右京区まちづくり区民会議を中核に区民主体のまちづくりを推進するため，区

民手作りによる活動拠点の整備や，「右京インターネットテレビ局」（仮称）を

はじめとしたまちづくり情報受発信システムの構築を行う。 

○サンサ木づかい大作戦   １，３２０千円 

サンサ右京にペレットストーブを設置するなど，来庁者が木のぬくもりを感じ

る環境づくりを行うとともに，大学等と連携し，「木」をキーワードとした環境

について学ぶ「木育セミナー」や「環境セミナー」等を開催する。 

   など

 

 

 

 

 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                 西京区役所・洛西支所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（西京区・洛西支所） 

予  算  額 ２２，３６０千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 西京区区民部総務課（３８１－７１５７） 

洛西支所区民部総務課（３３２－９１８５） 
［事業概要］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○西京区区民まちづくり活動支援事業（仮称） ４，２５０千円 

 西京区民の自発的，主体的なまちづくり活動への助成を通して，地域コミュニ

ティの活性化と区民との協働によるまちづくりを推進する。（西京区役所・洛西

支所共通） 

（対象事業例） 

 ・地域コミュニティの活性化に資する取組 

 ・安心安全のまちづくりに資する取組 

 ・福祉と健康のまちづくりに資する取組 

 ・環境にやさしいまちづくりに資する取組 

 ・地域の魅力を高め，文化や観光の振興に資する取組 等 

 

【共汗型事業】 

  ○地域力育成支援事業 １，１００千円 

   地域活動の根幹を成す自治会活動の在り方の検討及び担い手の育成支援を行う

  「まちづくりリーダー塾」や，自治会活動の意義・必要性を広く区民にＰＲする 

  「まちづくり推進活動フォーラム」等を開催することにより，地域コミュニティ 

  の活性化を図る。（西京区役所） 

  ○救急医療情報キット設置事業 １，００６千円 

   民生児童委員と協働して，高齢者世帯や障害者世帯へ緊急連絡先やかかりつけ 

  医などを記入した医療情報等を入れるためのケースを配布することにより，緊急 

  時における迅速な救急活動に資する。（西京区役所） 

○大原野・西山地域の振興拠点の整備  ３，９９０千円 

大原野地域を中心とした西山地域において，農業及び観光を柱とし，地域が主

体的に取り組む中で，産業観光局及び建設局と連携しながら，地域振興の核とな

る拠点の実現に向けて，整備方針を策定し，大原野・西山地域の活性化を図って

いく。（洛西支所） 

○「洛西ニュータウン」創生のまちづくり  １，０００千円 

洛西ニュータウンが抱えている少子高齢化，サブセンターの衰退などの課題に

対応していくため，「洛西ニュータウン創生推進委員会」を住民主体のまちづく

りを進める体制へと発展させ，住民，事業者，行政，大学等が連携して取組を進

める。（洛西支所） 

など



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                 伏見区役所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（伏見区） 

予  算  額 ２２，３２５千円
新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 伏見区区民部総務課（６１１－１２９５） 

［事業概要（主な事業）］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○区民活動支援事業（仮称）（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業） 

                         ７，５５５千円 

「伏見区基本計画」に掲げるまちの将来像の実現を目指して，区民が自発的，自

主的に企画し行動する事業を公募し，伏見区基本計画の実現に資すると認められ

る事業を別途設立する採択委員会（仮称）により選考・審査を行い，採択された

事業の経費の一部を補助することにより，区民によるまちづくりを支援する。 

○融合プロジェクト推進事業（仮称）（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業）

        ９，２００千円 

   「伏見区基本計画」に掲げるまちの将来像の実現に向け，区民自らが「知り」 

  「行動し」「繋がる」場として「まちづくり塾絆プロジェクト」（仮称）等を開

催するなど，区民が幅広い個人・グループ・団体等とネットワークを築きつつ，

自らの思いを提案し，それを形にしていくことを支援する。 

 

【共汗型事業】 

○地域防災・ささえあいネットワーク事業（仮称） 

（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業） 

                          １，１００千円 

 防災意識を高める活動や災害対策，要援護者対策に向けた区民の自主的な活動

を支援する。 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                 深草支所 

事務事業名 
 京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（深草支所） 

予  算  額 １１，８７５千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 深草支所区民部総務課（６４２－３１２５） 

［事業概要（主な事業）］ 

 

【区民提案型支援事業】 

○区民活動支援事業（仮称）（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業） 

○融合プロジェクト推進事業（仮称）（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業） 

【共汗型事業】 

○深草５学区地域防災力向上事業               ２，０００千円 

平成２３年度に立ち上げた「深草５学区自主防災会調整会」での成果をもとに，

避難所におけるルールの作成など，各学区自主防災会を中心とした地域と行政と

の共汗による防災体制を構築する。また，地域・行政の連絡体制や，市民啓発の

強化を行うことで，深草地域全体の防災力の向上を目指していく。 

 

○ふかくさ「商（にぎわい）・活（いきがい）・笑（わらい）」創生事業（仮称） ４，０００千円 

 商店街，自治連合会や社会福祉協議会などの深草学区の全地域団体，地域住

民や，子育て・高齢者福祉・障害者支援団体，地域の小中学校，高校，大学等と

の共汗により，商店街内の空き店舗を活用し，平成２４年秋頃に「ふかくさ暮ら

しの交流サロン（仮称）」（以下「サロン」という。）の開設を目指す。 

 「サロン」を，地域住民のための交流スペース，高齢者・子育て層等の集いの

場，地域住民の趣味や活動を深め，広める場などとして活用するとともに，「サ

ロン」を拠点とし，「買い物弱者」への支援や，「独居高齢者」の見守り活動な

ど，商店街と地域が一体となって取り組まなければ解決できない問題に取り組

む。 

 

○大岩街道周辺地域の良好な環境づくりの推進        ［継続］ 

  ４，０００千円 

 大岩街道周辺地域の抜本的な環境改善に向けて，平成２２年３月に策定した

「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，

全庁的体制のもとで，次のことに取り組む。 

１ 廃棄物が積み上げられてできた岡田山（通称）の事業者による撤去に対す

る誘導・指導 

２ 都市計画制度（地区計画）の活用によるまちづくりを進めるため，事業者

及び地権者に対する指導，まちづくりの専門家（コンサルタント）の派遣な

ど，地域主体の自主的なまちづくりの取組に対する誘導・支援 

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 



平成２４年度 京都市予算案 事業概要 

                                  醍醐支所 

事務事業名 
京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり 

「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」（醍醐支所） 

予  算  額 ３，６００千円

新規・継続の別 新規 

政策的新規充実予算枠・局配分枠等の別 政策的新規充実予算枠 

担  当  課 醍醐支所区民部総務課（５７１－６１０５） 

［事業概要（主な事業）］ 

 

 【区民提案型支援事業】 

○区民活動支援事業（仮称）（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業） 

 ○融合プロジェクト推進事業（仮称）（伏見区役所，深草支所，醍醐支所合同事業）

 

【共汗型事業】 

  ○だいごっこ おでかけマップ作成事業（仮称） １，０００千円 

安心して子どもを生み育てられる環境を整備するため，管内の児童施設職員・

民生児童委員等と共汗して，醍醐地域の児童施設（保育所・児童館等）の情報や

遊び場・お勧めの散歩コース・ベビーベッド（ベビーチェア）が設置されている

トイレなどの情報を掲載したマップ等を作成し，子育て世代の区民に情報発信す

る。 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

［参 考（他都市の状況・事業効果など）］ 

 

 


