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番号 団 体 名 事 業 名 事業実施地域 事 業 概 要 （ 趣 旨 ） 見込まれる地域創生の効果 総事業費 交付申請額 支 援 額

1 一般社団法人 京都ボランティア協会 2022年度　京都ボランティア協会　公開講座 京都市
福祉・介護サービス業界において、人材不足が叫ばれる中で人材確保と
働きやすい職場づくりとともに地域連携の構築を実現された事例を発表し
てもらい、情報共有を行うことで今後の実践に活かす。

当該講座により、福祉・介護サービス提供者と地域住民及び各
住民組織・団体との交流や連帯が進む。それにより福祉・介護
サービス利用者への地域住民の理解と支援の輪が広がり、連帯
に満ちた地域社会づくりにつながる効果が期待される。

           151,420         100,000            100,000

2 京都府社会教育委員連絡協議会 社会教育活動実践交流フォーラム　令和4年度京都府社会教育研究大会 京丹後市
社会教育に関心のある個人や団体が日ごろの実践や研究の成果につい
て交流を深めるとともに、地域社会をめぐる今日的課題について共通理解
を深め、社会総がかりでの教育の実現を目指して研究協議する。

様々な立場で地域の教育に携わる参加者が地域の人づくりにつ
いて学ぶことで、他団体・他地域のつながりが生まれる。それに
より社会総がかりでの教育を実現するための機運が高まり、府
民ぐるみで地域創生に取り組む体制づくりに活かされる。

           100,000         100,000            100,000

3 京都府連合婦人会 サポカーとシミュレーターの体験 福知山市
高齢者の自動車の操縦ミスや反応の遅れから交通事故が発生する事故
が多い中、「サポカーとシミュレーター体験」を通じて交通事故防止と自己
の判断能力の確認を目指す。

交通事故を減らし、安心安全な住みよい地域づくりを目指す。ま
た、高齢者がシミュレーターの体験により自身の運転技術への自
覚、認識を持ってもらう。

           110,000         100,000            100,000

4 災害時連携NPO等ネットワーク 避難所での共同生活と課題（仮称） 京都市
基調講演やトークセッションを通して、避難所での共同生活とその課題に
関する府民の意識や防災意識の向上を図るとともに、災害に備えるため
の災害時連携NPO等ネットワークへの参加を呼び掛ける。

当該シンポジウムにより、災害発生時での避難所での共同生活
の実態とその課題について学んでもらうことで、防災意識を高め
る機会とする。また、平時からのNPO等ネットワークづくりを目指
す。

           128,040         100,000            100,000

5 福知山市市民憲章 推進協議会 花いっぱい運動 福知山市
まちづくり運動のシンボルである花時計の花植替えを市民とともにおこな
うことで、まちづくりの基本目標の啓発と賑わいの創出を行う。また、小学
生や高校生に参加してもらうことで、市民憲章を次世代へ受け継ぐ。

当該事業により、市民の連帯感を強め、郷土愛をはぐくむこと
で、誰もが幸せを感じるまちづくりの推進やまちの賑わい創出に
つながる。また、次世代に市民憲章の精神を継承し、青少年の
育成につなげる。

           922,500         100,000            100,000

6 公益財団法人京都府スポーツ協会
京都府総合型地域スポーツクラブ育成推進事業
令和4年度京都府アシスタントマネジャー養成講習会

京都市
スポーツクラブ等の会員である地域住民が快適なスポーツライフを送るこ
とができるよう、また、運動部活動の地域移行のため指導者の資質向上
を目指し、円滑なクラブ運営のために必要なマネジメント能力を養成する。

質の高いスポーツ指導者を育成することにより、多様な主体が参
加できるスポーツの機会創出あるいは、スポーツに取り組む者の
自主・自律性を促し、スポーツを通じた地域活性化、健康増進に
よる健康長寿社会の実現を図る。

           235,500         100,000            100,000

7 京都水産協会 魚（とと）フェス２０２３ 京都市
海に囲まれた日本で、食文化、また京料理に代表される和食文化を支え
る重要な食材の一つが水産物であり、魅力ある魚食振興のため普及イベ
ントを実施する。

京都市場の水産関係団体、行政、参加者との交流を促すだけで
なく、「京の和食」や「海の京都」をアピールすることで、京都の地
域文化や生産者の苦労への理解増進につながり、地域創生の
機運醸成に役立つ。

           580,000         100,000            100,000

8 一般財団法人 京都府民総合交流事業団 リプロダクティブ・ヘルス/ライツに係る講座（仮称） 京都市
女性のライフサイクルを通して男性と異なる健康上の問題が生じることを
理解し、性と生殖に関する健康・生命の安全について男女がともに高い関
心を持ち、正しい知識・情報を得、認識を深めることを目指す。

生涯を通じて女性は女性ホルモンにより、体調変化をもたらしや
すいが、女性特有の症状や対処に関する情報を多く得ている人
ほど、体調不調時のパフォーマンスが下がりにくい。そのため、
当該講座により女性のパフォーマンスが向上し、地域の活力に
つながる。

           159,660         100,000            100,000

9 日本ボーイスカウト 京都連盟 全国防災キャラバン　京都会場 福知山市、京都市
地域の子供とその家族を対象に「防災」教育の一つとして、災害時に活用
できるスカウトスキルを提供し、一般の子どもたちにスカウト活動を体験す
る機会を提供する。

「防災」について考える機会となり、自らを守る意識を向上させる
とともに地域の繋がりを深め、もって老若男女、障害のある方な
ど府民全員参加による京都づくりに資する。

           345,000         100,000            100,000

10 京都彫刻家協会 第6回植物園彫刻小品展 京都市
優れた彫刻に接する機会を府民に提供するとともに、京都彫刻界の振興
を図る。

京都府立植物園での継続的な展覧会の開催により、地域住民の
喜びや地域の活性化につながる。また、展覧会をきっかけに彫
刻などの芸術に興味を持つ機会となる。さらに、一般向けの作品
解説を用意することで広く府民に興味関心を持ってもらう機会と
なる。

           269,080         100,000            100,000

11 京都木材青年経営者協議会 第4回　木のひろば 京都市
地域の府民参加型の木工イベント「第4回木のひろば」を開催し、木の魅
力を通じて、府内産木材の利用促進や森林環境への理解を深め、地域の
交流を目指す。

木に触れる体験から、地域の方々に興味を持ってもらい、林業・
木材業の活性化を目指す。また、地域産材の有効活用により、
地球温暖化防止や治水対策につながることや京都の木の文化を
再認識してもらうことで林業の重要性理解をねらう。

           186,000         100,000            100,000

12 一般財団法人 京都府交通安全協会 令和4年秋の交通安全フェアin八幡～より長く、より安全に！～ 八幡市

高齢運転者等に安全に運転を継続するための効果的な取り組みを紹介
するとともに安全運転意識を高めてもらう。また、交通安全に係る児童画
の作成・展示等家族で楽しみながら交通安全への関心を高めるフェアを
目指す。

八幡市をはじめ関係団体の協力を得ながら、子供から高齢者ま
で広く府民に参加を呼びかけ、交流を促進しながら安全運転へ
の意識を高め、地域創生の機運を醸成する。

           431,000         100,000            100,000

13 京都府酒造組合連合会 『伏見の清酒』蔵出し日本酒まつり 京都市
名水のまち、日本酒のまちである伏見を地域内外の多くの方に楽しんでも
らうため、NPO法人伏見観光協会と連携し、「伏見の清酒　蔵出し　日本
酒まつり」を開催する。

コロナで困難な状況の中、本イベントや同時開催する各蔵元のイ
ベントにより幅広い方々に来場してもらうことで、日本有数の清酒
の産地である「伏見の清酒」を地域の特産品であると広報する。

        1,465,000         100,000            100,000

14 京都CSRネットワーク SDGsとCSR啓発に係る講演実施もしくは動画投稿（仮称）
京都府内
もしくは

オンライン

京都CSRネットワークメンバー企業が自社でのCSR活動をもとに、SDGｓや
ＣＳＲ活動に関する講義や活動等を行うことにより、ＳＤＧｓやＣＳＲの周
知・啓発を行う。

SDGｓやＣＳＲに関するシンポジウムをオフライン開催もしくはオン
ラインでの啓発動画投稿を行うことにより、京都府民の皆様を啓
発し、SDGｓやＣＳＲに関する興味関心を高める。また、SDGｓ達
成に向けた活動やＣＳＲ活動を行う京都府内企業の推進に寄与
する。

131,500         100,000            100,000

令和4年度きょうと地域創生府民会議協賛事業 交付決定状況一覧
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15 精華町きれいなまちづくり運動推進協議会 第24回精華町きれいなまちづくりコンクール 精華町
まちづくりの発展及び活性化、並びに快適な生活環境の創出を促進・啓発
することを目的とし、花いっぱい運動・緑化活動や環境活動を行う団体等
や個人、またそれらを啓発するポスターを募集・表彰する。

コンクール実施により、豊かな自然環境を活かした交流人口の拡
大に寄与し、学研都市の中心に位置しながら、豊かな自然に恵
まれている精華町の特性を広く周知することで、地域の活性化に
つなげる。

           302,950         100,000            100,000

16 一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟
ガールスカウトフェスタ2022
SDGｓに挑戦～やってみよう！！みんなのために～

京都市 異年齢の子どもたちの交流の場を提供する。
グループ活動を通して、仲間と協力することの大切さや達成感を
知る。また、SDGｓについて普段の生活とどのようにつながってい
るかを学び考えることで、より良い社会を目指すきっかけとする。

           772,000         100,000            100,000

17 木津川を美しくする会 第50回ふるさとの水と緑を守るつどい 山城地域
河川美化功労者の表彰、地元小中学生を中心とした作品展を行うことで、
河川美化の啓発、精神を培うことを目的とする。

作品展を実施することで、地域の子どもたちが木津川について考
えることで河川美化意識の高揚が期待できる。また、作品展等に
来訪してもらうことで河川美化の啓発を行い、河川環境を守る機
運醸成を図る。

           500,000         100,000            100,000

18 公益社団法人 京都ビルメンテナンス協会 家庭でできるピカタンのお掃除教室・正しいゴミの分別方法配信事業 オンライン
子どもたちに清掃の目的や大切さ、また正しいごみの分別方法などを知っ
てもらい、地球環境・生活環境保全意識の醸成を図る。

子どもたちに清掃の目的と実施・ごみの分別の大切さの重要性
を理解してもらうことで、生活環境の保全意識醸成を推進する。
また、教育関係者や保護者にも正しい知識と方法を再確認しても
らうことで、生活環境保全に対する意識啓発につながる。

           274,000         100,000            100,000

19 基礎造形研究所 みんなでアートを楽しもう展 京都市

1年間の美術教室での成果発表とアートの普及を目的とする。また、制作
するだけでなく他者に作品を見てもらうことで、生徒の意欲向上と今後の
創作活動の励みにつなげる。さらに、来場者にワークショップに参加しても
らい、アートを楽しんでもらう。

展覧会にくる機会がない方にも、鑑賞するだけでなく、ワーク
ショップに参加してもらうことで、よりアートを楽しんでもらえる。

           262,160         100,000            100,000

20 公益財団法人 京都府国際センター 多文化共生啓発事業 綾部市、京丹波町

①多文化共生講演会や②多文化共生研修会、③多文化共生交流会を開
催することで、誰もが住みやすい地域社会に向けて考える機会や日本人
住民と外国人住民がつながる機会を提供し、互いの違いを認め合うことを
促進する。

日本人住民には外国人住民の存在を知る機会となり、外国人住
民にとっては地域に溶け込む機会となり、相互理解につながる。
また、日本人住民と外国人住民の顔の見える関係づくりによって
平時だけでなく、災害時でも安心・安全な地域づくりにつながる。

           190,000         100,000            100,000

21 公益社団法人 京都府青少年育成協会

令和4年度青少年健全育成推進のための
街頭啓発活動
　11月「子供・若者育成支援推進強調月間」
ｉｎ ＫＹＯＴＯ

京都府内全域
青少年育成府民運動として、内閣府が主唱する11月の「子供・若者育成
支援推進強調月間」等に併せて、青少年の問題行動の防止など啓発活動
等を通して青少年の健全育成運動を推進する。

青少年健全育成推進のための啓発活動を府内の青少年関係団
体や青少年育成市町村民会議等と連携し、青少年健全育成運
動への府民の理解と自覚を深め、積極的な参加を促すことによ
り、青少年を見守る健全な地域づくりの取組となる。

           196,000         100,000            100,000

22 京都府商店街振興組合連合会 ～熱いビートと屋台メシ～　『パワースポット屋台村！ 』 京都市
商店街は、地域の人々とともにコミュニティを形成し、生活基盤として多様
なコミュニティ機能を担っている。本事業の実施により、地域との絆をより
深め、人と人とが繋がった地域社会の創出を目指す。

商店街と地域住民との交流を図ることで、地域コミュニティが構
築・強化されることにより商店街への誘客力の向上と賑わいの創
出につながる。また、空き店舗の解消による商業集積並びに生
活機能向上による地域創生が期待できる。

           294,085         100,000            100,000

23 公益財団法人 日本鳥類保護連盟・京都 野生動物飼育員からの提言 京都市
近年ペット動物の放棄や逃げ出した外来生物が発見され問題となってい
る中、人と野生動物とのかかわりやペット動物を飼育する責任・心構えな
どを学習してもらう。

京都鴨川には多様な生物が生息しており、魚類をはじめ野鳥な
ど多くの野生動物が生息している。この自然豊かな環境を守り、
そこに棲む野生動物と程よく距離を保ちながら共生していく智恵
を学んでもらう。

           140,000         100,000            100,000

24 特定非営利活動法人テダス
京都府内の地域創生及び地域課題の解決に取り組む非営利団体向け
チームビルディング力向上・組織力アップセミナー

南丹市、京田辺市
京都府内で活動する非営利団体の組織力、チーム内コミュニケーション、
団体活動の理解向上のためのワークショップを開催する。

参加者である非営利団体の事務力向上を図る。また、事務の側
面からも連携し合える関係性の構築により、京都府内の地域創
生及び地域課題の解決に取り組む団体活動が活発になり、地域
創生の機運が醸成される。

           144,200         100,000            100,000

25 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター セクター間の「協力」関係のつくり方セミナー 京都市
京都府内のNPOや企業が、組織の目的やミッションを達成するための手
段のひとつとして、セクター間の「協力」関係のつくり方を学び、今後の事
業などの取り組みにおいて活用していただくための機会とする。

NPOや企業がセクター間の「協力」関係の方法を学ぶことで、今
後の各々の事業の発展や組織の目的達成において多様なセク
ターどうしの「協力」の輪が広がり、「地域創生」の一助となる。

           125,000         100,000            100,000

26 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団 すくすく子育て応援フェスタ（仮） 京田辺市
子育て中の親子が気軽に集う、交流の場として実施。地域の子育て中の
親子のつながりや、子育ての悩みや思いを共有する仲間づくりをサポート
する。

地域における子育て世代の親子が交流することで、孤立した子
育て家庭などで育児不安の解消につながる。また、本事業が地
域交流の拠点となることで、地域における連携及び福祉力の醸
成等の効果も期待できる。

           181,100         100,000            100,000

27 京都商店連盟 龍安寺参道商店街　秋まつり2022 京都市
商店街は、商品やサービス提供の場を超えて、地域の生活基盤として多
様なコミュニティ形成につながっている。本事業の実施により、地域コミュ
ニティの構築・強化を確固たるものとした地域社会を目指す。

少子高齢化の典型的な地区であるが、秋まつりを開催することで
外出機会の創出や地域住民の世代交流を促進することができ、
地域が地域を支え合う体制づくりができ、地域創生につなげられ
る。

           258,500         100,000            100,000

       2,700,000合　　計


