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成功させよう平成23年国民文化祭 京都開催 人と人 認め合うことからはじめよう   築いていこう 差別のない明るい社会

チャレンジプラン「京都山城『宇治茶の郷づくり』構想」に基
づいて、宇治茶を活用した地域づくりを、市町村や、茶業関係団
体等と連携して推進します。

府民無料法律相談、交通事故巡回相談、消費生活相談、人権に関
する相談。 ※相談内容により実施日、時間が異なりますので、お
問い合わせください。
予約・問い合わせ先（各総合庁舎）
◎宇治10774-21-210150774-21-2106
消費生活相談のみ 10774-21-210350774-22-8865
◎乙訓1075-921-14475075-932-4570
◎田辺10774-62-017350774-63-6461
◎木津10774-72-005150774-72-8531
※その他、府政に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

山城広域振興局の無料相談のご案内

イベント

身体障害者相談 身体障害者更生相談所

保健所相談窓口 まずはお電話でお問い合わせを

○整形外科相談 毎週水曜日 14：00～16：00
○耳鼻咽喉科相談 毎月第4水曜日（8月・1月は除く）13：00～15：00

4月は25日13：00～15：00
□問 10774-55-4119 50774-55-4974

春色コンサート～アコーディオンの演奏会～
地域の音楽家を招いて開催するコンサートです。
4月15日（日） 14：00～15：00

□問 けいはんな記念公園水景園（精華町）
水景園入園料のみ（大人200円、小中学生100円）
10774-93-1200 50774-93-2688

企画展「木津川の歴史と風景」
～木津川市発足記念～
4月21日（土）～6月17日（日）
入館料 一般200円、こども50円

□問 ふるさとミュージアム山城（山城郷土資料館）(木津川市)
10774-86-5199 50774-86-5589

“京都サンガF.C.”親子ふれあいサッカー教室
4月22日（日） 10：00～12：00
定員 50組  参加料 1組1000円

□問 山城総合運動公園（宇治市）
10774-21-0379 50774-21-0381
※その他、各種スポーツ教室、探鳥会等を開催しています

地域で暮らす皆さんが山城地域の「良さ」
を再認識し、市町村、観光協会、観光ボラン
ティア等関係団体と協働しながら、地域の魅

力をアップし情報発信します。

「やましろ観光ふれあい茶論」開催。
黄檗山萬福寺での観光ボランティアグループの
交流、けいはんなプラザでの奈良県や三重県と
の広域観光連携などこれからの山城の魅力発信
の新しい糸口を探りました。

 ・みず菜（240グラム：1袋） 

 ・にんじん（30グラム） 

 ・コーン（30グラム） 

みそドレッシング

・みそ（大さじ1）

・砂糖（大さじ1）

・ 酢（大さじ1） 

・ごま油（大さじ1） 

・マヨネーズ（大さじ1） 

・白いりごま（小さじ2） 

1. みず菜はさっと湯通しす
る。

2. にんじんは千切りし、さっ
と湯通

しする。 
3. コーンも湯通しする。 

4. みそドレッシングを作り
、食べる

直前にドレッシングであえる
。 

科学技術、ものづくりを担う人材を育成する
ため、ものづくり企業や学研都市の研究機関
と連携し、子どもたちや府民に最先端の科学
技術、ほんもののものづくりに触れる機会を提
供します。

やましろサイエンスフェス
ティバル

きっづ光科学館ふぉとんで。約1400人が、
液体窒素などの実験・工作ブースやロボット
実演、科学講演などを楽しみました。

親子サイエンス教室
大山崎町立中央公民館で。100名を超える親子がロボットの

科学授業や太陽光発電の工作を学びました。

①やましろ未来っ子サイエンスクラブ事業
小・中学生対象の科学・ものづくり体験講座。
②京のエジソンプログラム推進事業
ものづくり企業と連携し、親子実験・ものづ
くり教室等を実施。
③やましろサイエンスフェスティバルの開催
④サイエンスエキスパート派遣事業
企業、研究機関、大学等の技術者等を講師として学校等へ派遣します。
⑤企業や研究機関、大学等の体験、見学、講師派遣の情報発信事業

□問 企画振興室 10774-21-2049 50774-22-8865

○チューリップまつり
4月7日（土）～15日（日）
○2007春の花と緑のフェスティバル
4月28日（土）～5月6日（日）
○いちご狩り（有料）
毎週水・日曜日（5月末まで）各日先着70名程度
○ミニSLフラワーポッポの運行
4～5月（土・日・祝日） 13：00～14：00

※ 入園料 大人500円、子ども250円ほか。精華くるりんバス運行。
□問 花空間けいはんな（精華町）

10774-93-0811 50774-93-0998
●一般クリニック（健康診断）、エイズ相談・検査は、お住まいの地域に関わらずどこの保健所でも受けられます。

内容

一般クリニック（健康診断）

健康に関する相談

エイズ相談・検査（予約制）
Ｃ型肝炎ウィルス抗体検査

難病相談（予約制）

骨髄バンクドナー登録（予約制）

原爆被爆者援護

栄養相談（予約制）

乳幼児健康管理事業（予約制）

こどもの健康

特定不妊治療の助成申請

こころの健康相談（予約制）

乙訓保健所 山城北保健所 山城北保健所綴喜分室 山城南保健所

企画調整室
1075-933-1152

企画調整室
10774-21-2199

山城北保健所
10774-21-2199

保健室
1075-933-1153

保健室
10774-21-2911

健康担当
10774-63-5745

山城北保健所
10774-21-2199保健室

10774-21-2192
健康担当
10774-63-5745

福祉室
1075-933-1154

福祉室
10774-21-2193

福祉室
10774-72-0979

保健室
10774-72-0981

① ディスカバーやましろ魅力の旅実施事業
旅行社、ＪＲ等に働きかけ観光コースを企画します。
② 「京都やましろ旅のたより」の発行

□問 商工観光室 10774-21-2103 50774-22-8865

宇治観光ボランティアガイドクラブ

□□問問 農業振興担当 農業振興担当 110774-21-3229 0774-21-3229 550774-22-88650774-22-8865

①歴史と文化の再発見運動の推進と①歴史と文化の再発見運動の推進と
「お茶する生活」の普及「お茶する生活」の普及
●●史跡、技術、カフェなど「宇治茶認定制度（仮称）」の創設史跡、技術、カフェなど「宇治茶認定制度（仮称）」の創設
●●「お茶する生活」の普及「お茶する生活」の普及
  「宇治茶の淹れ方教室」を、企業の社員研修での活用を  「宇治茶の淹れ方教室」を、企業の社員研修での活用を
 働 働きかけます。きかけます。
②効果的な情報発信②効果的な情報発信
●●「宇治茶の郷通信」の発行（年4回）「宇治茶の郷通信」の発行（年4回）
●●「宇治茶の郷創（づくり）月間」の取組（10月）「宇治茶の郷創（づくり）月間」の取組（10月）

①歴史と文化の再発見運動の推進と
「お茶する生活」の普及
●史跡、技術、カフェなど「宇治茶認定制度（仮称）」の創設
●「お茶する生活」の普及
  「宇治茶の淹れ方教室」を、企業の社員研修での活用を
 働きかけます。
②効果的な情報発信
●「宇治茶の郷通信」の発行（年4回）
●「宇治茶の郷創（づくり）月間」の取組（10月）

□問 農業振興担当 10774-21-3229 50774-22-8865

服部 喜代子さん

会場

会場

会場

会場

5月1日
から 山城広域振興局旅券（パスポート）窓口が
京都府宇治総合庁舎3階に移転します。
業務時間：月～金曜日、9：00～16：30
皆様のご利用をお待ちしています。

□問 山城広域振興局総務室 10774-21-2101 50774-21-2106

□問 農業振興担当 10774-21-3229 50774-22-8865
山城北保健所 10774-21-2191 50774-24-6215

企業の経営革新等を支援し、地域に多数のオンリーワン企業
の創出を目指します。また、企業のニーズを把握し、産学公連携の推進や立
地企業の地元定着を促すなど、地域の活性化を図ります。

「山城ものづくり企業オンリーワン倶楽部」には選考の結果9社（（有）
イーダブルシステム、（株）オーグラムデザイン、（有）サン・ユニット・カン

パニー、秀峰自動機(株)、(有)シバタシステムサービス、濱田プレス工藝(株)、プラ
スコート(株)、(株)ミツワ製作所、(株)モスネットジャパン）のご参加により、独自
技術を新しい製品に結びつける事業計画の実践的ワーキングが行われ、この度試
作品第１号が誕生しました。

平成19年度
地域戦略推進費 1,000千円

①山城ものづくり企業オンリーワン倶
楽部
②山城地域元気な企業づくりセミナー
③山城地域立地企業懇談会
④山城地域立地企業・府立高校懇談会

□問 商工観光室 10774-21-2103 50774-22-8865

文化パルク城陽において、宇治茶を見て、飲んで、
学んで魅力を満喫していただく第2回春の大茶会が開催されまし
た。「宇治茶の郷づくりシンポジウム」や「宇治茶健康フォーラ
ム」、「手もみの実演・体験」「お茶の淹れ方体験」などの催しがあり、約3,000人の来場者がありました。シ
ンポジウムでは、「宇治茶を、生活、文化、歴史、史跡など茶文化として地域づくりにどのように活かしてい
けるのか」など議論が深められました。

平成19年度
地域戦略推進費 1,500千円

平成19年度
地域戦略推進費 1,000千円

12月16・
17日

2月24日

平成19年度
地域戦略推進費 1,000千円

2月10日

1～3月

平成19年度
地域戦略推進費 1,000千円

10月～3
月

平成19年度の京都府予算は、「地域力の再生」と「安心・安全、希望の京都」の実現を基本とし、一般会計予算8,210億1,100万円を
計上しました。その中で地域力の再生を最優先課題とし、そのための緊急課題に対応するため特別枠60億円を設けました。

①やましろ彩菜ネットワーク
●「やましろ彩菜応援隊」活動支援
●生産者と消費者の交流会等直売所
ファンづくり
②子どもたちの食育推進に向けた
支援
●子どもたちの収穫体験や農産物栽
培体験
●やましろ食育フェスタの開催
③直売所運営指導
加工食品の販売強化支援等

○安心・安全等地域基盤の再生
児童虐待防止対策、京都子育て支援医療助成費の拡充 等
○産業等活力の再生
中小企業応援条例に基づく施策の推進、雇用のための企業誘致の推進 等
○府民や地域の連携・交流の再生
市町村未来づくり交付金の拡充、広域振興局地域戦略推進費 等

日常生活にやましろ地域の農産物がもっと活用されるよう、食と農への理解を深めてもらい、食
育と地産地消の推進を図ります。

文化パルク城陽で、「山城の食 まるかじりフェ
スタ」を開催しました。

「わたしたちの町の農産物壁新聞コンクール」表彰式、料
理体験・試食、野菜の摂取量指導、食育ゲームや農林産物の直
売などが展開されました。

2月24日

「これからは人のために役に立つことがしたい」と11年前に製茶場を営む
かたわら夫とボランティアガイドを始めました。結婚を機に宇治市に住むこ
とになり、ガイドを通じて、この地の奥深さにどんどん魅せられています。
2008年は「源氏物語」千年紀。源氏のロマンにあふれた宇治のすばらし

さをたくさん伝え、観光に来られる方の喜ばれる顔を楽しみに「勉強、勉
強」の毎日です。当日予約でガイドすることもできます。どんどん宇治にお越
しください。
連絡先 宇治観光ボランティアガイドクラブ 50774-22-5083

○やましろ未来っ子小学校EKIDEN（仮称）の開催
○団塊の世代を対象にした「農の新たな担い手育成」
○放置竹林拡大防止
○環境ネットワークづくり
○地域文化の振興
○くらしの安心・安全ネットワーク
○商業支援ネットワーク
○ふるさと・棚田支援事業

平成19年度
地域戦略推進費 6,500千円

11月～11月～

山田知事と久保田宇治市長と府民が自由に対話する和ぃ和
ぃミーティングを
開催しました。源
氏物語や宇治茶を
活用した地域振興、
子育て支援や福祉
の充実等多くの意
見がでました。

知事知事とと市長市長とと和和いい和和いいミーティングミーティング知事知事とと市長市長とと和和いい和和いいミーティングミーティング知事と市長と和い和いミーティング
もっと話そう地域のことを2月10日2月10日

～みんなでつくろう・守ろう 巨椋の水路～

巨椋池干拓地を水害から
守るため、京都府は、干拓
地内の幹線排水路を順次改
修しています。排水路を管
理する巨椋池土地改良区が
中心となって「生き物にや
さしく・みんなが親しめ・
みんなで作って守っていけ
る水路づくり」をテーマに府民参加でワークショップを行い、
水路の構造や管理の仕方などを話し合っています。１８年度
は４回開催して手作りの整備構想マップを作成しました。
１９年度は新しい参加者も募集しています。

□問 農林整備室 10774-21-2186 50774-22-8865

山城広域振興局の平成19年度地域戦略推
進費は1,630万円です。活力とやすらぎの
山城交流圏を実現するための主な事業を紹
介します。


