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（広報資料）                平成２８年６月２１日 

                      

                        右 京 区 役 所 

                     （担当：地域力推進室 ℡861-1784）  

 

 

平成２８年度「右京区まちづくり支援制度」 

第１期支援事業の決定について 

 

 

 右京区役所では，区民の皆様の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区民参加のまちづくりを進めるため，「右京区まちづ

くり支援制度」を実施しています。 

 この度，「地域力向上枠」と「大学・学生枠」の第１期募集を行い，書類

審査及び公開プレゼンテーションによって選考を行った結果，下記のとおり，

２８事業（交付総額６，３７１，０００円）に対する支援を決定しましたの

で，お知らせします。 

 

記 

 

 

１ 地域力向上枠（１７件，交付額４，５２１，０００円） 

(単位：円) 

事業名<団体名> 事業概要 交付額 

市バス７０号系統の 

これから 

<南太秦自治連合会> 

 地域の足である市バス７０号系統の

利用促進に向け，利便性向上に関する

ワークショップを開催するとともに，

住民とバス利用者の思いを込めたニュ

ースレターを発行する。 

１５１，０００ 

おうちでオペラ 

<SUENOPERA>  

 敷居が高くなってしまいがちなオペ

ラ公演を，自宅で開催することにより，

音楽を通じた地域の交流の場づくりに

寄与するとともに，若手音楽家の発表

の場の提供，文化都市京都の魅力向上

につなげる。 

５００，０００ 

支えあいでつくる 

「きょういくときょう 

ようのまちづくり」 

<特定非営利活動法人 

 京北のゆめプロジェクト> 

 高齢化が進む京北地域において， 

高齢者が健康で自立した生活を営むこ

とができるよう，週に１回程度「赤ち

ゃんカフェ」「うたう会」「映画会」

「お食事会」などを開催し，在宅の  

高齢者が交流できる場を設ける。 

１４８，０００ 
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事業名<団体名> 事業概要 交付額 

協働して伝統と文化を楽し

むまちづくりプロジェクト

<特定非営利活動法人 

 京・ものづくり塾和らいふ> 

 伝 統 産 業 や 地 域 産 業 を 通 じ て ，   

「学校教育への地域からの参加」や  

「地域ぐるみの子育て支援」につなげ

るべく，右京区民まちづくり交流拠点

MACHIKO（ サ ン サ 右 京 ） や 小 学 校 ，     

児童館等で型染，草木染，藍染等の  

「伝統産業体験教室」を開催する。 

５００，０００ 

さいいんプロジェクト 

<一般社団法人 

 京都すまいるプロジェクト > 

 西院地区における大量放置自転車の

撲滅及び自転車マナーの向上を目的と

し，シェアサイクルシステムの規模拡

大，広報による認知度向上に取り組む。 

 また，多様な世代の人々の「まなび」

のコミュニティを形成するべく，施設

を開放し，小中学生向けの学習スペー

スや着物の着付け教室，親子で参加で

きる英会話教室として活用する。 

３００，０００ 

人と人をつなぎ、人と森を

つなぐ植樹活動とサインの

作成 

<特定非営利活動法人 

 ひとともりデザイン研究所 > 

 嵯峨野の自然・歴史の魅力を最大限

発信するべく，小倉山，音戸山に登山

ルートを示したサインの設置を行う。  

 また，ルート上でナラ枯れ等の被害が

ある箇所に地域性苗木による補植を 

行うとともに，自然観察イベントを  

開催する。 

４８５，０００ 

京都高雄・三尾茶旅 

<三尾活性化委員会> 

 紅葉の時期以外の高雄地域への来訪

者増を目指し，新緑の「青もみじ」の

時期に，お茶文化発祥の地を PRする  

茶会や神護寺でのかわらけ投げ大会，

スタンプラリーなどの多彩な事業を 

実施する。 

５００，０００ 

さがのえがおワールド 

<嵯峨野自治会連合会> 

 町内会への加入促進と次世代の担い

手を育成するため，自治会連合会の  

若手が中心となり，親子で楽しめる 

新たなお祭りを企画，開催する。 

２５９，０００ 

「子ども環境劇場 in  

京北」コミュニケーション 

リーダー育成事業 

<特定非営利活動法人 

 フリンジシアタープロジ

ェクト> 

 少子高齢化が進む京北地域におい

て，地域の魅力発信や地域コミュニテ

ィの中核を担う人材を育成するため， 

eラーニング学習や現地ライブ研修会

などを開催する。 

 

３０，０００ 
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事業名<団体名> 事業概要 交付額 

京の路地裏スケッチ 

嵐電沿線 プロジェクト 

<京都アートカウンシル> 

 地域の魅力の発見と発信につなげる

ため，プロアマ問わず，嵐電沿線をスケ

ッチする機会を設け，作品を展覧会で 

発表するとともに，画集を作成・配布す

る。 

１００，０００ 

食べられる教室 

（Tera school食農学部） 

<一般社団法人 

 Edible class design> 

 菜園における栽培活動やキッチンに

おける調理活動を通して，子どもと大人

が真に食について学び，健康な食習慣を

形成しながら，食や自然について考え 

行動するリーダーシップを身につける

ことができる新しいアフタースクール

事業を展開する。 

１９６，０００ 

地域に開放する 

「交流の庭」プロジェクト 

<京都府立大学  環境デザ 

イン学科  福井研究室＋

「恋
こい

咲
ざく

楽
ら

」応援隊> 

京北地域の住民同士，また，市街地の

様々な世代との交流の場を創出するた

め，空き家を活用して弓削地域にオープ

ンしたカフェ「恋咲楽」の屋外空間につ

いて，ワークショップをしながら「庭」

として整備していくとともに，この庭で

農業収穫祭や交流会などのイベントを

開催する。 

１２０，０００ 

「右京」から始める、 

広がる 食育活動 

<菜の花会> 

 区民の健康の増進及び「食育指導員」

の認知度を向上させるため，「食育フェ

スティバル（仮称）」を開催し，各種団

体と協力しながら，ライフステージに 

応じた健全な食育を推進する。 

２３２，０００ 

高齢者と地域社会を 

つなぐ生涯学習 

< 特 定 非 営 利 活 動 法 人   

フラワー・サイコロジー 

協会> 

 健康で心豊かな生活を長く送れる 

健康長寿社会の実現に寄与するため， 

右京区民まちづくり交流拠点 MACHIKO

（サンサ右京）で，いけばなや認知症ケ

アに役立つプログラムなどを実施する。

また，高齢者施設で，いけばな展や子ど

もたちとの交流ワークショップを開催

する。 

２５０，０００ 

市民農園から京北の農と

食の魅力発信プロジェク

ト 

<リッツファーム/ 

立命館大学・高嶋ゼミ> 

 京北地域の遊休農地を利用して，農家

や住民と学生が一緒に農作業を行い， 

収穫した野菜を調理し，朝市などで販売

する。また，京北地域の野菜を使った 

スイーツメニューやスムージーなどを

開発し，農と食の魅力を記載したリーフ

レットとともに，マルシェや店舗などで

提供する。 

１５０，０００ 

 

  



4 

 

事業名<団体名> 事業概要 交付額 

京ファミ 夏のフェス 

ティバル（仮） 

<京都ファミリー出店者 

 協議会> 

 地域の歴史や文化を発信し，世代を

超えて交流する「場」として，大型  

ショッピングセンター内で，地域イベ

ントが一同に集まるフェスティバルを

開催する。 

５００，０００ 

まちの安心・安全「犬と 

みまわりさん」プロジェク

ト－高雄わんわん・ランラ

ンウォーク－ 

<京都高雄マウンテン 

 マラソン実行委員会> 

 まちの安心・安全及び美観づくりの

ため，「犬の散歩」に着目し，ペット

と 遊 べ る 右 京 区 の 行 楽 地 と し て の  

「高雄」を印象づけるため，「京都    

高雄マウンテンマラソン」と併せて，

ペット（犬）と一緒に各々のペースで

楽しく走る「高雄わんわん・ランラン

ウォーク」を開催する。 

１００，０００ 

 

２ 大学・学生枠 （１１件，交付額１，８５０，０００円） 

 ※ 【外大】京都外国語大学・同短期大学 

     【学園大】京都学園大学 

     【光華】京都光華女子大学・同短期大学部 

     【嵯峨芸】京都嵯峨芸術大学・同短期大学部 

 (単位：円) 

事業名<団体名> 事業概要 交付額 

Halloween in 西院 

<【外大】Halloween in  

 西院 実行委員会> 

 ハロウィンをテーマとした住民参加

型のパレードやワークショップを行う

ことにより，西院を中心とした地区の

つながりを強くするとともに，西院を

「外国文化ゾーン」として活性化する。

また，多様な文化を受け入れて楽しむ

機会を提供し，妖怪やお化けといった

日本の文化を世界に向けて発信する場

をつくる。 

２００，０００ 

右京子育てこみゅにてぃー

“クローバーKGU” 

<【学園大】育 Gの会 クロ

ーバー（京都学園大学）> 

育児相談や育児支援の場の提供に 

加え，子育てをする中で育児（子供の

育ち）と育自（育児する親自身の育ち

と育児支援をする高齢者や学生の育

ち）の支援を行う。また，子育てをす

る親子と，右京区在住の高齢者をつな

ぐ場所の一つとして大学を活用し， 

コミュニティの活性化を目指す。 

２００，０００ 
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事業名<団体名> 事業概要 交付額 

京都学園大学「京學堂」 

右京区特産品プロジェクト 

<【学園】京都学園大学 

 学生チャレンジショップ

「京學堂」> 

 右京区（水尾，宕陰，京北地区を予定）

の特産品を太秦キャンパス内の学生   

チャレンジショップ「京學堂」において

販売する。また，産地の自治会と連携し，

新商品の共同開発や加工品生産活動へ

の参画など様々な取組を行う。さらに，   

右京区内の関係機関との連携によるイ

ベント参加，出張販売など様々なマーケ

ティング活動を展開し，産業振興及び地

域活性化を図る。 

１００，０００ 

右京区ユニバーサルデザ 

インガイドブックの作製 

<【光華】京都光華女子大

学・京都光華女子学短期

大学部 ユニバーサルデ

ザイン研究会> 

 多くの人にとって住みやすい「まちづ

くり」についての関心と理解を促すた

め，右京区に住む人や観光などで訪れる

人（特に高齢者や障害のある人）にとっ

て利用しやすいユニバーサルデザイン

ガイドブックを作成する。 

５０，０００ 

京都光華女子大学の女子 

大生と踊ってくれない？ 

華羅紅
からくれない

 

<【光華】京炎 そでふれ！

華羅紅> 

福祉施設等に出向き，踊りを披露し，

利用者に楽しんでいただくとともに， 

子どもや高齢者と一緒に踊ること等に

より，利用者との交流も図る。 

また，一緒に発表することを目標に，

出前教室も実施する。さらに，踊るだけ

でなく披露する際の衣装，留袖体験や，

楽器として使用する四つ竹体験なども

とり入れ，京炎そでふれの普及にも取り

組む。 

２５２，０００ 

～防ごう被害  作ろう笑顔

～ おいしかクッキング 

<【光華】京都光華女子大学   

「京 しかミーツ」> 

右京区京北町で深刻化している，鹿に

よる森林や農作物の被害の対策の一つ

として，地域のイベントなどで鹿肉普及

活動を行う。また，右京区で活動してい

るグループと連携し，料理提供以外の 

新しい形での普及活動を進める。 

２８０，０００ 

かがやき隊子育て支援講座

<【光華】「光華子育て支援 

 かがやき隊」運営委員会> 

 子育て支援の活動に意欲を示す学生

が授業で学んだ表現活動全般（音楽表

現，造形表現，身体表現，言語表現等）

を乳幼児，保護者に紹介する活動を通し

て子育て支援を行う。また，子どもの 

育ちを支えるようなおもちゃ，絵本の 

選び方を保護者に伝え，子ども文化を 

発信する。 

４５，０００ 
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事業名<団体名> 事業概要 交付額 

京北健康増進プロジェクト

～高齢化地域の食による 

活性化～ 

<【光華】京都光華女子大学

健康栄養学科「京カフェ  

Gyo-座」> 

 京北地域で増加する休耕地を活用す

るため，高齢者が容易に収穫できる 

ニラとニンニクを栽培してもらい，こ

れらを  使った餃子を地区のブランド

商品として，地域，特に高齢者が販売

できるように支援を行う。地域での 

祭りや，右京健康フェスタ，大学祭で

の餃子試食等を実施し，その際に京北

の抱える問題を周知するなど，課題解

決を含めた宣伝活動を実施する。 

１５０，０００ 

サガノミノイチ 

－サガフリーマーケット－

<【嵯峨芸】京都嵯峨芸術 

 大学フリマ実行委員会> 

 学内フリーマーケットに，学外の 

出店者，来場者を募ることにより，  

学校と地域との交流を図る。また，  

学生と近隣住民の方々が直接関わりを

持ち，刺激を与え合うことで，学生の

創作意欲と積極性の向上を促す。学校

が誰でも気軽に立ち寄れる開けた場所

となるようイベント規模の拡大を目指

す。 

１５９，０００ 

水尾 DE くるくる  

PROJECT 

<【嵯峨芸】KURU KULU> 

超高齢化が進む水尾地域において，

新たなファンやリピーターを増やすこ

とを目的として，水尾地域活性化を  

図る。水尾地域の交流の拠点である  

水尾小学校において，映画上映会や，

愛 宕 山 千 日 詣 り 当 日 の 手 作 り 市 や  

マルシェを実施する。また，水尾地域

の魅力発信として，水尾の写真集づく

りを行う。 

２４０，０００ 

妖 怪 仮 装 コ ン テ ス ト  in  

嵯峨野妖怪アートフェスタ

（仮） 

<【嵯峨芸】妖怪藝術団体 

百妖箱> 

これまで運営してきた様々な妖怪 

イベントで培ったノウハウを活用し

て，右京区の地域住民と妖怪ファンを

対象とした参加型のイベントを行い，

地域内外の交流を図り地域の活性化に

貢献する。嵯峨妖怪アートフェスタに

おいて，親子や友人同士が参加できる

妖怪仮装イベントを開催し，モノづく

りを通して地域コミュニティの活性化

を図る。 

１７４，０００ 

 

 

３ 安心・安全枠（予算１，０００千円） 

  ７月中旬頃に決定予定 
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【参考】右京区まちづくり支援制度の概要 

枠名称（当初予算額） 趣旨・目的 制度内容 

①地域力向上枠 

（8,000千円） 

 

  

 第１期 右京区民の自発的，主体的なまちづくり

活動への支援を通して，地域コミュニティ

の活性化と区民によるパートナーシップ

のまちづくりを促進する。 

限度額50万円 

交 付 率 原 則 1/2 

以内 

第２期 

（８～９月頃予定） 

 

上記に加えて，年度途中で生まれた   

小さな取組を後押しする。 

 

限度額20万円 

交 付 率 原 則 2/3

以内 

<後日詳細発表> 

②大学・学生枠 

（2,000千円） 

 

 

 第１期 右京区大学地域包括協定締結の８大学＊

を対象に，大学や研究室等による，地域  

課題解決や地域資源発見等に関する研究

や活動を奨励する。 

限度額30万円 

交付率原則 100% 

以内 

 第２期 

（８～９月頃予定） 

 

上記に加えて，年度途中で生まれた   

小さな取組を後押しする。 

 

限度額10万円 

交付率原則 100% 

以内 

<後日詳細発表> 

③安心・安全枠 

（1,000千円） 

 

 

自治会等，地域における各種団体が実施

する防犯，地域福祉，防災，子どもたちの

安全対策などの安心安全活動を支援する。 

限度額20万円 

交 付 率 原 則 3/4 

以内 

 ＊ 京都外国語大学・同短期大学，京都学園大学，京都光華女子大学・同短期大学部，   

   京都嵯峨芸術大学・同短期大学部，花園大学 


