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�〇山科の明るい未来を切り拓く戦略を作成します
魅力あふれる山科
　わたしたちの山科区は、1400年を超える歴史と豊かな自然に恵まれ、
住民自治の伝統が脈々と受け継がれ、人と人のつながりがとても温か
いまちです。また、区内には、JR線、京阪線、地下鉄が走り、高速道路の
出入口も２箇所設置されているなど、交通利便性の高いまちです。さら
に、近年は、犯罪件数（刑法犯認知件数）が６年間で６割も減少し、いま
では市内11行政区で人口当たりの犯罪件数が２番目に少ない安心安全
のまちになりました。
　こうしたこともあり、平成 29 年には４年ぶりに人口が転入超過
となりました。
未来の山科のまちづくり戦略
　そんな山科区が、今、大きな時代の転換点を迎えています。
　昭和30年から昭和51年にかけて急増した人口は、昭和55年以降ほぼ
横ばいで推移していましたが、これからは本格的な人口減少社会に突
入し、高齢化や少子化が一層進みます。
　人口の減少は、経済の縮小や地域コミュニティの機能低下、空き家の
増加など、深刻なまちの活力の低下をもたらします。
　そこで、京都市では、子どもや孫の世代になっても山科が活力に満ち
た魅力的なまちであるために、これからのまちづくりの方向性を示す
「未来の山科のまちづくり戦略（仮称）」を作成することとしました。作
成に当たって、有識者や地元代表等から意見を聞くために「第１回山科
の未来を語る懇談会」を８月24日に開催しました。

山科の未来を語る懇談会委員　敬称略、50音順、◎は会長
　内海 敏（山科区自治連合会連絡協議会会長会副代表）
◎川﨑 雅史（京都大学大学院工学研究科教授）
　川中 長治（（一社）山科経済同友会会長）
　住友 正歳（山科区自治連合会連絡協議会会長会代表）
　髙野 江里（京都薬科大学学生課長）
　髙畑 咲季（市民公募委員）
　初田 幸隆（京都教育大学教職キャリア高度化センター教授）
　日比野 英子（京都橘大学健康科学部教授）
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京都刑務所の敷地活用を柱に
　今回作成する戦略では、山科の未来にとって非常に大きな可能性を
秘める京都刑務所の敷地活用をはじめ、京都の東の玄関口である山科
駅前エリアの活性化、区内最大規模の集合住宅地で高齢化が顕著な山
科団地エリアの活性化などを検討していくこととしています。

京都刑務所について
　昭和２年に現在地に移転され、90年以上が経過する中で、宅地化
が進むとともに、交通利便性が高まるなど、周辺環境は大きな変貌
を遂げました。
　現在、市内の都市部で約10.7ヘクタールという広大な土地を確
保することは難しく、京都市では、この土地の活用が山科区はもと
より、京都全体の発展にも大きく寄与すると考えており、国策とし
ての地方創生を推進する観点から、国に移転をはじめとした有効活
用の検討を要望しています。

戦略のとりまとめ
　今後、10月を目途に第２回懇談会を開催、戦略の素案を作成し、その
後、広く区民、市民の皆様のお声を聴くためにパブリックコメントを実
施します。平成31年１月頃に第３回懇談会を開催した後に、戦略をまと
める予定で、その後、京都刑務所の移転をはじめとした有効活用の検討
を国に進めて頂くための提案書として、国に提示します。
未来の山科のために
　直面する課題から目を背けず、挑戦することが、次の世代へのわたし
たちの責任です。
　未来の明るい山科を切り拓いていくために、区民の皆様のご理解を
お願いします。
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これからの山科

山科区の空き家
　現在、全市平均を上回る７軒に１軒が空き家

［出典：平成25年住宅・土地統計調査］
山科区の空き家数
約10,000軒
山科区の地価（住宅地）
　市内11行政区で唯一のマイナス

［出典：京都市推計人口・日本の地域別将来推計人口］

山科区の高齢化率
43

29.5

35

30

40
（％）

2017年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

山科区の人口134,706

112,927

2017年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

120,000

130,000

110,000

140,000
（人）

山科区の子どもの割合
（14歳以下の年少人口比率）

9

2017年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

10

11

9

12
（％）

11.7

48.1
山科区の働き手人口
（生産年齢人口（15歳～64歳）比率）
2017年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

50

60

55

（％）

58.8



6

平成30年の公示地価
山科区　　　△0.3％
京都市平均　＋1.3％

［出典：平成30年地価公示の概要（京都府）］

問合せ　市プロジェクト推進室（電話222-3984）
区総務・防災担当（電話592-3066）

「第１回山科の未来を語る懇談会」で出された意見（抜粋）
● 出生率が全市で３番目に高いにも関わらず、小学校に入る頃には

家族で区外へ転居されている傾向があることは残念。子育てしや
すいと感じてもらうための魅力が必要。

● かつて山科は陸の孤島とも言われたが、経済界も努力するので、行
政も都市基盤の充実を図っていただきたい。

● 刑務所は子どもの頃からあったので違和感はないが、山科中心部
の広大な敷地であり、地下鉄駅にも近く便利な場所なので、有効
活用しないともったいない。

● 山科は自然が豊かで交通も便利になり、住みやすいまちである。
今後は、教育や医療、文化・芸術など様々な分野が融合された人
の集まるまちになってほしい。

● 刑務所敷地を人工知能など我が国の最先端の技術を研究する拠
点として活用できれば、雇用も生まれ、その成果が山科の教育や産
業、農業などに還元されるのではないか。

● 山科の交通は便利だが、山科駅は通過地になっている。疏水通船
でも山科で下船する人が少なく、魅力の発信が重要である。

● 友人を山科に案内する際、まだまだ魅力が発信できていないと感
じたので、もっと山科の魅力を発信していくとともに、新たな魅力
の創出もしていくべきだ。

● 構造上、山科駅前と椥辻周辺はまちの拠点となっており、拠点を繋
ぐことで人の流れができ、まちや人が生き生きする。
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「やましなプラス＋」ダウンロード（無料）、iTunes 
AppStoreまたはGooglePlayで「やましなプラス」と
検索するか、下記QRコードからアプリをダウンロー
ド（無料）

�〇山科区保育園まつり＆山科区子育て応援フェアを
開催します

　山科区にお住まいの乳幼児・児童とその保護者が楽しい時間を過ご
していただけるイベントです。
　子どもたちが大好きなアンパンマンショーやふれあいあそびをはじ
め、お母さん・お父さんのための講演会やリフレッシュコーナーも用意
しています。
日　時　10月13日（土）午前11時～午後3時20分（午前10時30分開場）
場　所　東部文化会館（山科区椥辻西浦町1番地の8）

地下鉄東西線椥辻駅下車徒歩7分、京阪バス「八反畑」バス停
下車徒歩2分

対　象　山科区内在住の乳幼児・児童とその保護者、子育て支援団体
の関係者等

申込み　不要　入場無料
主　催　山科区保育園まつり＆山科区子育て応援フェア実行委員会
共　催　やましな輝きプロジェクト実行委員会
協　力　京都市音楽芸術文化振興財団・京都市交響楽団、きママっず、

京都橘大学げんKIDS☆応援隊、山科三条街道商店会
問合せ　区子どもはぐくみ室（電話592-3247）

App�Store Google�Play
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★�プログラム�★

●子育て応援親子コンサート（京都市交響楽団弦楽四重奏）
●子育て講演会（講師：教育評論家 親野智可等氏）
●親子で楽しむバルーンショー（バルーン・シュウ氏）
●�親子ふれあいあそび
　（ベビーマッサージ、ヨガ、リトミック、絵本読み聞かせ等）
●�お母さんのリフレッシュコーナー
　（ハンドエステ、耳つぼジュエリー、アロマルームスプレー）

�〇被害にあワン!事故にあワン!
～山科・醍醐～　“ワンワン大作戦�～寸劇版～”

　山科警察署では、毎月15日を「山科警
察署ワン・ワン大作戦!!」の日とし、特
殊詐欺や交通事故の被害から区民の
皆様を守るため、警察官が街頭啓発を
行っています。
　10月は、山科区役所・伏見区役所醍
醐支所・山科防犯協会との共催により、ワン・ワン大作戦～寸劇版～
として、手品や防犯寸劇など、楽しんでいただきながら啓発を実施しま
す。

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

観覧無料

日　時

10/13（土）
11:10〜
場　所

東部文化会館
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日時　10月10日（水）
午後１時30分～３時30分

場所　東部文化会館ホール（定員500名）
（山科区椥辻西浦町1番地の8）

定員　500名（無料・先着順・申込み不要）
車イス席有　手話通訳有

問合せ　山科警察署 生活安全課（電話575-0110）

�〇ふれあい“やましな”2018区民まつり
ステージ出演団体募集

　山科中央公園で開催する、ふれあい“や
ましな”2018区民まつりのステージに出演
される団体を募集します。皆さんの活動
の成果を発表し、区民まつりを盛り上げま
せんか。ご応募をお待ちしています。
出演日時　11月23日（金・祝）正午～午後３時

（１団体準備も含めて15分以内の出演）
場所　山科中央公園（西野阿芸沢町）
申込み資格　山科区内で活動されている団体

（営利、政治、宗教を目的としたもの以外）
募集団体数　９団体（申し込み多数の場合は、実行委員会により選考）
出演料　無料
申込み方法　 区役所で９月14日から配布の申込書（山科区ホームペー

ジにも掲載）で、窓口、郵送、FAXにて受付。
申込み期間　９月14日（金）～９月28日（金）必着
申込先・問合せ　ふれあい“やましな”実行委員会事務局

（区まちづくり推進担当）
（電話592-3088）

※ 控え場所や着替えスペースは御用意できませんので、あらかじめ御
了承ください。

マジシャン

ヒロ赤星さん
も来るよ!

み
ん
な
の
応
募
を

待
っ
て
る
よ
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※ 当日の貴重品の管理については各自でお願いします。

�〇第11回やましな駅前陶灯路
　約2000個の京焼・清水焼の陶器や切子グ
ラスの中で、ほのかに揺れるろうそくの灯りが
楽器の演奏とともに皆様をお迎えします。
　今年のテーマは「新しい世界」。炎のゆらぎ
が創り出す幻想的な空間をお楽しみください。
日時　10月13日（土）午後６時～８時
場所　ラクト山科公園、ラクトＢ（大丸側）他
※ 雨天時はラクトＡ棟玄関前のみ実施。演奏は山科駅前地下道「音の

広場」で演奏実施。
問合せ　やましな駅前陶灯路実行委員会（電話501-2702）

�〇清水焼の郷まつり
第44回大陶器市×京都ちーびすマルシェ

　京焼・清水焼を中心として、約50万点の陶器を販売します。また、京
都府内の農産物や加工品の販売をはじめ、地ビールやスイーツなどの
グルメを楽しめる京都ちーびすマルシェも同時開催します。是非、お越
しください。
日時　10月19日（金）～10月21日（日）午前９時30分～午後６時
場所　清水焼団地一帯
アクセス　JR・京阪・地下鉄「山科駅」から

京阪バス29・29Ａ系統大宅行き・醍醐
寺行き「清水焼団地」下車スグ

※ 期間中は山科区役所から会場行無料循環バス
を運行いたします。詳しくはHP（ http://www.
kiyomizuyaki.or.jp/）をご覧ください。
問合せ　清水焼団地協同組合（電話581-6188）
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総人口／ 134,428人
　男性／ 63,541人
　女性／ 70,887人
世帯数／61,512世帯
平成30年8月1日現在

（山科区推計人口）

�〇情報掲示板
相　談

相　談 日　時 問合せ先

弁護士による
京都市民法律相談

毎週水曜日
（閉庁日を除く）

13:15～15:15

区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

※予約（問合せ先に電話または来所）
　相談日の週の月・火曜日8:30～17:00　相談日当日8:30～14:45　※定員12名（先着順）

司法書士による無料登記・
法律相談

10月9日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

無料行政相談 10月11日（木）
13:30～16:00

区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

行政書士の市民
困りごと無料相談

10月16日（火）
13:30～16:00

京都府行政書士会
第６支部事務局

（電話692-2500）

※相談場所はいずれも区役所２階第２会議室

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
10月から保険料の特別徴収が開始される方へ
　世帯の国保被保険者全員が65歳以上であるなど、一定の条件に当て
はまる場合、10月から特別徴収（年金からの引落し）により保険料を納
付いただくことになります。
　対象となる方には、7月に特別徴収の開始通知をお送りしております。
問合せ先　区保険年金課 資格担当（電話592-3105）
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健康・長寿

■献血のお知らせ
日時　９月21日（金）10:00～12:00
場所　山科区役所　第５会議室（旧休日診療所）
問合せ先　区健康長寿推進課 地域支援担当（電話592-3214）

■成人・妊婦歯科相談
　むし歯や歯周病…一度、お口の健康をチェックしてみませんか？ま
た、お口のことで困ったことがあればご相談ください！
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
日時　９月28日（金）9：00～10:30※予約不要
場所　区役所１階健康長寿推進課
費用　無料
問合せ先　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）

■結核検診を受けましょう！〈９月24日～30日は結核予防週間です〉
　結核は重大な感染症で過去の病気ではありません。結核の早期発見
のポイントは、自覚症状がなくても１年に１回は胸部エックス線検査を
受けることです。
　ぜひ胸部検診をご利用下さい。
日時　毎月第２・４金曜日９:00～10:30
場所　区役所1階　エックス線撮影室前
対象　市内在住の15歳以上の方

（65歳以上の方は法律で毎年結核検診を受ける義務があります。）
費用　無料　
申し込み方法　不要
問合せ先　山科医療衛生コーナー（電話634-8631）
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■山科区地域支え合い活動入門講座
　高齢者の暮らしに身近なところで、支え合う活動に協力できる人を
求めています。一緒に活動してみませんか？
日時　９月27日（木）14：00～16：00
場所　アスニー山科（竹鼻竹ノ街道町92番地　ラクトC棟２階）
対象　ボランティア等の支え合い活動による高齢者の生活支援に興味

のある方 。
費用　無料
定員　30名（先着順）
申し込み方法　９月21日（金）までに問合せ先まで申し込み
問合せ先　山科区地域支え合い活動創出コーディネーター

（電話593-1294）

お知らせ

■赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
　10月1日（月）より京都府内各地で募金活動を実施いた
しますので、ご協力よろしくお願いいたします。山科区で
は、各学区の町内会・自治会で募金活動を行うほか、区役
所や地域の福祉施設などにも募金箱を設置します。
　地域で集まった募金は、その地域の高齢者・児童・障がい者福祉事
業等に役立てられます。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いします。
問合せ先　京都府共同募金会（電話256-9500）

区まちづくり推進担当（電話592-3088）

■狂犬病予防集合注射を山科区総合庁舎で受けられた飼い主様へ
　平成30年４月15日（日）に山科区総合庁舎にて実施した集合注射に
参加された飼い主様の一部の方に、持参いただいた申請書（案内ハガキ）
を誤って返却したため、14頁に掲載の番号の鑑札及び注射済票をお持
ちの飼い主様を探しております。お手数ですがお心当たりの方は、問合
せ先までご連絡ください。
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１ 犬の鑑札（平成３０年度登録）
4315
２ 犬の注射済票（平成３０年度）
26761、26762、26766、26768、26772、26773、
26774、26782、26785、26786、26787
問合せ先　医療衛生センター 南東部方面担当（電話746-7213）

子育て

■やましなお誕生おめでとう事業
　1歳までの乳児がおられるご家庭に、お近くの民生児童委員・主任児
童委員が訪問し、育児相談や子育てサロンなどの子育て支援情報と子
育て応援をしている協賛事業者からのプレゼントをお届けします。
�お届けの流れ
❶ 区子どもはぐくみ室のホームページから申込フォームへ入力または

窓口へ申込書を提出
❷ お近くの民生児童委員・主任児童委員から訪問日程の調整連絡
❸ ご自宅にお伺いして、子育て情報冊子とプレゼントをお届け
プレゼント内容
❶フリクションペンセット
❷ベビービブセット（※）
❸カフェ利用チケット
❹山科産野菜・加工品と喫茶ドリンクチケット
※ 数量限定のため、内容が変更になる場合があります。
問合せ先　区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（電話592-3259）
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京都橘大学（電話574-4186）
■第14回　たちばな健康相談
日時　10月21日（日）10：00～15：00（14：30受付終了）
場所　京都橘大学　清優館3階　第1実習室
費用　無料
内容　❶骨密度測定

❷血管年齢測定
❸ 脳年齢測定（お待ちいただく場合があります。）
❹ 身体計測（身長・体重・腹囲・体脂肪率）
❺血圧測定
❻ 塩分チェック、塩分・糖分の含有量を示す食品の展示
　 （味噌汁や煮物の汁などをご持参いただくと、塩分濃度の測定

ができます。）
❼ストレスチェック
❽肩こり解消体操
❾健康相談　など

主催　 京都橘大学　看護異文化交流・社会連携推進センター
※ 開催当日の問い合わせ先 代表（電話571-1111）

東部文化会館（電話502-1012）
■みんなで遊ぼう！親子でコンサート
　うたのお兄さん、うたのお姉さん、着ぐるみによる乳幼児向けコンサー
ト。うた、ダンス、ジャンボバルーンなど親子で楽しめるコンサートです。
日時　９月30日（日）11：00～12:00
対象　乳幼児とその保護者
費用　前売：800円／当日900円（3歳以上）

会館窓口にて販売中　全席指定
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山科図書館（電話581-0503）
■多言語で遊ぼう！
外国語の歌や絵本の読み聞かせ他
日時　９月22日（土）14：30～

■赤ちゃんの会　だっこくらぶ
絵本の読み聞かせや手遊び等
日時　10月1日（月）11:00～

■大人向け整体体操
日時　10月5日（金）11：00～

■「赤ちゃんの会－トコトコくらぶ－」
親子で整体体操
日時　10月15日（月）11：00～

■テーマ図書の展示と貸出
９月　一般「夜空を見上げよう」　児童「おつきさま」
10月　一般「体を動かす」　児童「おべんとう」

移動図書館（電話801-4196）
■「こじか号」巡回
９月19日（水）
10：00～10：50　場所　西野山分譲集会所前  
11：10～11：40　場所　山階南小学校
13：00～13：40　場所　陵ヶ岡小学校
９月26日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小学校
11：00～11：40　場所　大宅小学校
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�〇平成30年�秋の全国交通安全運動
実施期間
9月21日（金）～9月30日（日）までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日　9月30日（日）
運動スローガン
周り見る 心の余裕が 事故防止
運動重点
●子供と高齢者の安全な運行の確保と高齢運転者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
●全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶
●二輪車の交通事故防止

市政情報総合案内コールセンター
�〇京都いつでもコール

受付時間　午前８時～午後９時（年中無休）
電話（075）661-3755、FAX （075）661-5855
おかけ間違いにご注意ください
電子メール（ホームページから）

検索京都いつでもコール
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�〇敬老の日�100歳おめでとうございます
　大正７年４月１日～大正８年３月31日にお生まれになった方々です。
　これからも健やかに過ごされますよう心からお祈りいたします。

この他に8名おられますが、公表を望まれておりません。 （8月15日現在）

～市長からのお祝いメッセージ～
　100歳を迎えられる皆様に心からお祝い申し上げます。京都のま
ちや地域のために、そして御家族のために長年にわたり尽力してこ
られた皆様に、改めて深く敬意を表します。　
　皆様が長い人生の中で培ってこられた豊富な知識や経験は、京
都のまち・山科のまちの大切な財産です。今後も皆様のお力添え
をいただきながら、地域で生きがい・やりがいを持って安心して生
活できる山科のまちづくりに全力を尽くしてまいります。

問合せ　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）

加藤　治正さん （勧修学区）
酒井　泰さん （勧修学区）
川口　静子さん （山階学区）
藤本　相子さん （鏡山学区）
馬場　八重子さん （音羽学区）
森嶋　みささん （音羽学区）
黒田　 美江さん （陵ヶ岡学区）
山内　晴さん （陵ヶ岡学区）
由里　よしさん （陵ヶ岡学区）
梶谷　貴美子さん （大宅学区）

水流添　金夫さん （大宅学区）
寺田　一枝さん （山階南学区）
駒井　キトさん （百々学区）
木村　治三郎さん （大塚学区）

村　靜さん （大塚学区）
酒井　ふじゑさん （小野学区）
中島　トミヱさん （音羽川学区）
前川　俊子さん （音羽川学区）

垣　すみ子さん （西野学区）

京都市長
門川大作
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�〇山科スポーツNEWS
山科中学フェニックス・DODOフェニックス
　７月28日、29日に埼玉県の熊谷スポー
ツ文化公園彩の国くまがやドームで開
催された「第23回 全国ジュニアゲート
ボール大会」において、京都府代表とし
てジュニア２部クラスに出場した「山科
中学フェニックス」と小学生で構成され
る「DODOフェニックス」が、全国から集まった並いる強豪チームと対
戦しました。その中でも、昨年ベスト８となった山科中学フェニック
スは、予選リーグを危なげなく１位で通過し、決勝トーナメントも順当
に勝ち進んでいきました。そして迎えた決勝戦では、昨年準優勝のマ
チルダ（北海道）と対戦、21対６で快勝し、見事全国優勝を成し遂げま
した。

陵ヶ岡スポーツ少年団
　８月７日～８月10日の４日間にわたり、
川崎市ほかで開催された「第38回全日本
バレーボール小学生大会全国大会」に、
京都府予選を勝ち抜いてきた、全国大会
の常連チーム「陵ヶ岡スポーツ少年団」
が出場しました。２日間の予選リーグで
は、全国から勝ち上がってきた強豪チームと対戦しましたが、結果は２
年連続決勝トーナメント出場を逃し、 惜しくも予選敗退となりました。
皆様、応援ありがとうございました。

問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

白ユニフォーム：陵ヶ岡
緑ユニフォーム：仙台枡江（宮城県代表）

バレーボールの
全国大会に

陵ヶ岡スポーツ少年団が
出場！！！

ジュニア
ゲートボールの
全国大会で
見事優勝！！
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�〇第49回「明日の山科を考える」を開催
　山科区では、地域が抱える
課題を共有し、地域と関係行
政機関が連携してその解決に
向けて話し合う「明日の山科を
考える（山科区自治連合会連
絡協議会総会）」を昭和44年か
ら毎年実施しています。
　今年も８月３日に、各学区の自治連合会の役員の皆様や市会議員・
府議会議員、行政機関等の108名が参加して開催されました。
　会議では、地域の危険箇所等を、皆で歩いて点検する「まち歩き」の実
施報告の後、全員参加型のワークショップが行われ、将来の山科につい
ての熱心な意見交換がくり広げられました。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

�〇「山科“きずな”支援事業」補助金交付事業を決定！
　山科区では、区民の皆様による主体的なまちづくりを応援する「山科

“きずな”支援事業」を実施しています。
　今年度は、43件の申請があり、審査委員会による審査を経て、39件の
交付事業を決定しました。今年度の新規交付事業（ 20件）は次のとおり
です。
※継続事業一覧は区ＨＰに掲載。交付事業の詳細は…

検索山科きずな支援事業

問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）

交付事業（新規事業）一覧
1　YAMASHINAダンス！（山科元気プロジェクト）
2　ふるさと山科再発見ツアー社寺巡礼（第１年次）

（ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会）
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3　山科区保育園まつり＆山科区子育て応援フェア
（山科区保育園まつり＆山科区子育て応援フェア実行委員会）

4　大宅・小野学区鍵預かり事業
（大宅・小野学区鍵預かり事業実行委員会）

5　やましな夕暮れカフェ（山科未来ファミリーホーム）
6　山科区小学生伝統文化（能・狂言）体験学習

（山科区小学生伝統文化（能・狂言）体験学習実行委員会）
7　ふれあいフェスタ�in�山科（山科商店会）
8　「自分らしく生きることを考える」事業（一般社団法人愛生会）
9　地域創世！三本の矢（I�♡�ono）（小野学区自治連合会）
10　ほんわかいきいきサロン（小金塚ほんわかハウス）
11　陵ヶ岡みどりの径緑地における高齢者の居場所づくり

（陵ヶ岡みどりの径愛護協力会）
12　みんなで囲むお昼ご飯～Sunny�Hill�♡�ランチ～

（社会福祉法人緑寿会）
13　ガイドマップ『明治ロマンの道・琵琶湖疏水の歴史散策』改版事業

（近代京都の礎を観る会）
14　高齢者つながり事業（陵ヶ岡学区自治連合会）
15　ビオトープとSDGsによる地域コミュニティ作り

（NPO法人ビオトープネットワーク京都）
16　京舞こども体験教室（京都篠塚流篠塚梅輪会）
17　山科駅乗り換え利用者と山科地域とをつなぐ山科発信の
処方箋型フリーペーパー「スギサール錠」制作事業

（スギサール錠編集部）
18　小野芙蓉会美化推進活動（小野芙蓉会）
19　妊娠期から始める子育て支援�in�たちラボ山科

（京都橘大学次世代育成看護研究会）
20　こどもも大人もつくって鳴らそう！楽器作りワークショップ

（京都橘大学地域連携センター公認学生団体「たちラボたち」）


