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　京都府では15年ぶり、宇治市では59年ぶりとな
る ｢全国お茶まつり｣ を開催し、多くの府内外の観
光客に宇治のまちと宇治茶を楽しんでもらう盛りだ
くさんの催し ｢宇治茶の魅力発信イベント｣ を、地
元の関係団体が一体となった ｢宇治イベントネット
ワーク｣ の企画により実施し、2日間で約87,000人
が来場しました。
　今後も、様々な分野とのネットワークを活用しな

がら、宇治茶の世界文化
遺産登録を旗印に、宇治
茶ファンを広げ、消費拡大に向けた取組を一層進め
るほか、｢宇治茶きらめき街道｣ (仮称)の整備や宇治
茶産地ならではのコンテンツづくりなど、ハード・
ソフト両面にわたる地域振興に取り組みます。
問農林商工部 企画調整室
　30774-21-3229　50774-22-8865

　京都府南部豪雨での教訓を
踏まえ、災害時に本人や家族
の安全確保等の具体的な避難
行動や実践的な減災知識を身

につけていただくために、ワー
クショップ形式で防災実践講座
を開催しました。
問企画総務部 総務室
　30774-21-2101
　50774-21-2106

　京都府南部豪雨で被災した山間
地域の宇治市炭山地区をモデル地
区として、災害に強い山づくりを
住民主体で進めるため、地元住民、

森林所有者、森林組合、森林ボランティア、
森林造成・砂防工学の学識経験者､ 行政で
構成する「災害に強い山づくり検討会議」
を設置して取り組んでいます。
問農林商工部 森づくり推進室
　30774-21-3450　50774-22-8865

　昨年度に引き続き、国民文化祭で育まれた山城地域
の文化力を継承・発展させるために「やましろのタカ
ラフェスティバル」を文化パルク城陽において開催しました。
　少年少女による合唱や器楽演奏の発表では、演奏を通じて心がひとつに
なったステージとなりました。また、ＮＰＯ等によるクラフト体験、特産
品の販売等の地域活動交流では、「山城らしさ」を盛り込んだ「やましろの
ランチ」を初めて販売し、好評を得ました。さらには、楽しく遊んで学べ
る科学工作体験交流にも多くの子ども達が参加するなど、3,000人もの来
場者で賑わい、山城ならではの「タカラ」に触れる１日となりました。
問企画総務部 企画振興室　30774-21-2049　50774-22-8865

　京都府では毎年
10月を ｢くらし
の安心・安全推進
月間｣ と位置付け
ており、山城地域
くらしの安心・安全ネットワークの参加
団体と、京都府くらしの安心推進員(府
民ボランティア)が連携して、管内6ヵ
所で街頭啓発を実施しました。
問農林商工部 商工労働観光室
　30774-21-2103　50774-22-8865

　平成24年8月の京都府南部豪雨災害で、宇治
市、八幡市を中心に、甚大な林地被害が発生し
ました。被災地下流住民の安心・安全を確保す
るため、豪雨により発生した林地の崩壊や渓流
の荒廃箇所を「治山事業」で復旧しています。
問農林商工部 森づくり推進室
　30774-21-3392　50774-22-8865

　山砂利採取跡
地の自然再生と
緑 豊 か な 公 園、
府民参画による
公園づくりを目
指して、整備を
進めていた ｢京都府立木津川運動公
園｣ が開園しました。
　｢府民参画による苗木植樹を進めて
いる参画・再生の森｣ ｢水辺の散策や
環境学習などができる水と緑のゾー
ン｣ ｢様々な軽スポーツやレクリエー
ションなどが楽しめる大芝生広場｣ 
｢大型遊具を中心としたちびっこ広場｣
などがあり、幅広い世代に楽しんで
いただけるような公園として整備し
ていますので、春休みやＧＷにご家
族での来園をお待ちしています。
　開園時間9～ 17時、木曜日休園。
問山城北土木事務所
　道路計画室 公園担当
　30774-62-0647
　50774-65-2649

　農業の新た
な担い手を確
保 す る た め、
地元農家の指
導により新規
就農希望者が
本格的に栽培 
・経営の実践、
習得を行う ｢やましろ担い手農家養成イン
ターンシップ｣ の取組を､ 昨年8月から京
田辺市内で進めています。
　地域の信頼を得て農地や農機具の確保に
つなげ、農地を持たない新規就農希望者の
一層の掘り起こしを各地域で行います。
問農林商工部 企画調整室
　30774-21-2392　50774-22-8865

　山城地域の飲食店や商店、市
町村、商工会議所・商工会、観
光協会等と連携・協力し、宇治
茶スイーツに代表される ｢ご当
地スイーツ｣ を通して、山城地
域の元気なまちづくりに資するため、割引等
の特典が受けられるスイーツの紹介と特集記
事を掲載した『京都やましろスイーツパスポー
ト』を発行しました。割引等の特典は、平成
26年5月31日まで受けることができます。
問農林商工部 商工労働観光室
　30774-21-2103　50774-22-8865

　山城管内には
316箇所のため
池があり、農業
用の貴重な水源
であるととも
に、洪水防止等
の役割を担って
います。農村の都市化や農家の高齢化等によ
り、ため池の適正な管理が課題となっており、
ため池が決壊した場合は、下流域に被害を及
ぼすことになります。そこで、ため池一斉点
検を実施して、ため池の現状を把握し、効果
的で効率的な防災・減災対策に役立てること
としています。
問農林商工部 地域づくり推進室
　30774-21-2186　50774-22-8865

　京都府山城広域
振興局とJR奈良
線沿線観光キャン
ペーン推進協議会
では、山城地域の
JR奈良線・関西
本線沿線への観光
誘客を図るため、プロの写真家と観光スポッ
ト等を巡りながら、写真の撮り方を学べる写
真撮影会を全5回実施しました。
問農林商工部 商工労働観光室
　30774-21-2103　50774-22-8865

　過疎化・高齢
化の進む農山村
地域等の安心安
全な暮らしの確
保や活性化を図
るために、企業
活動を営む事業
者等の見守り活動や農村交流活動等を推進す
る ｢山城ふるさとを守る絆ネット推進事業｣
の取組を平成25年度から開始し、これまで
に宇治市、京田辺市、城陽市、大山崎町にお
いて、事業者との間で協定書を締結しました。
今後は、管内の他市町村でも展開していける
よう、参加企業等の公募を行います。
問農林商工部 地域づくり推進室
　30774-21-2186　50774-22-8865

やましろ担い手農家養成
インターンシップ ため池一斉点検の実施

安心安全、絆で結ばれた地域社会を
めざす ｢山城ふるさとを守る活動に
関する協定｣ 締結

山城地域くらしの安心・安全
ネットワーク街頭啓発

｢京都やましろスイーツパス
ポート｣ 発行

｢JR奈良線・関西本線沿線」
写真家と巡る観光写真撮影会

第67回全国お茶まつり京都大会
｢宇治茶の魅力発信イベント｣ を開催

やましろのタカラ フェスティバル
京都府南部豪雨災害の復旧
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木津川運動公園の
3月17日(月)部分開園

　10月26日(土)、｢古典の日｣ の一環として長岡京市立中央生涯学習セ
ンターで、児童生徒が古典に親しみ、日本語の美し
さを感じることを目的に、乙訓全小中学校による古
典作品の朗読・暗唱大会を実施。特別企画として桂
治門氏による「古典落語」の披露がありました。

古典の日～
声に出して読もう
 in乙訓

　11月2日(土)、山城郷土資料館及び(株)ミツワ製作所で、小中学生が、
火起こし体験やステンレス模型作り等、ものづくり
や科学の現場に触れることで、科学技術への興味や
関心を高め、将来の科学技術を担う人材を育成する
ための体験教室を実施しました。

｢京のエジソン
 プログラム｣

　　　体験学習

　11月30日(土)、乙訓地域の全小学校から各1チー
ム(6年生)が参加し、大山崎小学校から向日市民体
育館までを駅伝で縦走しました。

第10回 ふるさと
 ふれあい駅伝

　2月27日
(木)、長岡京
市立中央公
民館で、｢元
気で思いや
りのある子を育てるためにあなたが
出来る事｣ と題して、NPO法人生涯
学習サポート兵庫の山崎清治理事長
による講演会を開催。遊び心を切り
口に、子育ての有効な示唆を得られ
ました。

第2回 親まなび
　　　ミニフォーラム

問乙訓教育局　3075-933-5130　5075-933-5229

問山城教育局　30774-62-0008　50774-62-9207

出
演
者
全
員
に
よ
る
合

同
ス
テ
ー
ジ

地
域
活
動
交
流

科
学
工
作
体
験

記念撮影 (高山ダム）

11月 28日締結式（京田辺市）

復旧後被災直後

北エントランス

　山城地域にお住まいで障害のある方の就労と社会参加を一層推進するため、高
い技能を有する方や他の障害者の模範となる方等を ｢障害者山城地域マイスター｣
に認定する制度を平成22年度から実施しています。今年度の山城地域マイスター
認定式は、2月1日(土)に長岡京市中央公民館で行い、4名の方に認定証を交付しま
した。　問山城北保健所 福祉室　30774-21-2193　50774-24-6215

　各給食施設や市町村における災害時の栄養・食生活支援マニュアル作成の推
進を図り、災害が発生した場合、初期の時点からすべての人が自分にあった安
全な食事を摂取でき、健康を保持できる体制を推進しています。
問山城北保健所 保健室　　30774-21-2192　50774-24-6215

　12月7日(土)、山城総合運動公園で、山城地
域の児童が交流を図る駅伝大会が行われました。

　7月～ 9月の期間、サイエ
ンス体験マップに掲載されて
いる27箇所を巡るスタンプラ
リーを開催。各会場では科学
実験や施設見学、ものづくり教

室等が催されました。10月27日(日)、関
西光科学研究所で、科学やものづくりの
面白さ・魅力に触れるサイエンスフェス
ティバルが開催されました。

　11月17日(日)、久御山町中央公民
館で、小中高生による朗読・暗唱発表
会や子どもの読書活動に関わる取組の
紹介パネル展示等が行われました。

　健康福祉部では、働きざかりの府民の健康づくりの推進に取り組んでいます。今
年度は、女性特有のがん(子宮がん、乳がん)の検診受診率を向上させるために、市
町村や女性グループと協働して、がん検診啓発事業を実施しました。
問乙 訓 保 健 所 保健室　3075-933-1153　5075-932-6910
問山城北保健所 保健室　30774-21-2192　50774-24-6215
問山城南保健所 保健室　30774-72-0981　50774-72-8412

第4回
障害者山城地域
マイスター認定

災害時の栄養
・食生活支援
体制の整備

第7回やましろ未来っ子
小学校EKIDEN大会

やましろ未来っ子
サイエンスプラン

読書大好き！
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診率向上の
取り組み


