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■平成23年度分の市・府民税の証
明は、6月1日から
　平成23年度分の市・府民税の課

税証明書、所得証明書及び納税証

明書は6月1日から交付します。

　なお、どの種類の証明書が必要

か、提出先などに十分にご確認く

ださい。また、請求される際には、

本人確認書類（運転免許証、パス

ポート、年金手帳など）をご持参

ください。

区市民窓口課（☎592-3094）

■冷蔵倉庫用の家屋に係る固定資
産税・都市計画税について
　固定資産評価基準の改正によ

り、主たる用途が「冷蔵倉庫用の

もの（保管温度が摂氏10度以下に

保たれる倉庫）」の家屋について、

平成24年度課税分から評価額が見

直される場合があります。つきま

しては、冷蔵倉庫（冷凍庫が内部

に設置されている倉庫は除く）の

可能性がある家屋を所有されてい

る方は、区固定資産税課（課税課）

までご相談ください。なお、実地

調査が必要となる場合があります

ので、ご協力をお願いします。

区固定資産税課家屋担当（☎

592-3165）

■平成23年度京都市高校進学・修
学支援金（奨学金）について
　市では、経済的に困窮した世帯

の高校生などに対し、高等学校な

どでの修学を支援することを目的

に、学用品購入などのための助成

金を支給します。

●支給対象／市民税非課税世帯
（生活保護世帯を除く）の高校生

など

●支給額／年額14万4000円
●申請方法／区福祉事務所で配布
のパンフレット・申請書類を確認

してください。（京都市ホームペー

ジからもダウンロードができます）

●受付期間／平成23年6月1日～平
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京都市では、平成18年以降、毎

年20人を超える方が新たにHIV感

染者・エイズ患者として報告され

ています。特に近年は、診断時に

エイズを発症している事例が多

く、HIV検査の重要性が高まって

います。

HIV検査普及週間は、国民のHIV

やエイズに対する関心を喚起し、

HIV検査の浸透・普及を図るため

に厚生労働省及びエイズ予防財団

が提唱しているものです。

この機会にあなたも検査を受け

てみませんか？

　市内その他の保健センターにおいても上記の検査をはじめ、夜間及び土

曜日にHIV即日検査を実施しています。詳しい日時、場所については区保

健センターの担当までお問い合わせください。

●問合せ先／区保健センター成人保健・医療担当（☎592-3477）

この度の東日本大震災において、

日本赤十字社は地震発生後直ちに

被災者の命と健康を守り生活再建

を支える取組に総力を挙げていま

す。

このような一刻を争う国内外の

災害時の救護をはじめ、病気で苦

しむ人のサポートなど幅広い活動

は、皆様からの資金協力で成り立っ

ています。皆様のご協力をよろし

くお願いします。

●問合せ先／日本赤十字社京都府
支部（☎541-9326）、区まちづくり

推進課（☎592-3088）

　区保健センターにおいて実施す

る乳がん検診（巡回型）の一斉申

込を開始します。この機会にぜひ、

受診してください。

●日時／7月中旬～9月中旬の午後
（申込後、指定の日時を個別に京

都予防医学センターからお知らせ

します）

●場所／区大会議室
●対象／区民の満30歳以上の女性
で、今年の誕生日で偶数年齢にな

られる方（ただし、奇数年齢の方

でも昨年受診されていない場合は

対象になります）

●費用／1,300円（医師による診察

と超音波断層撮影またはマンモグ

ラフィ）※減免制度あり

●申込方法／７月６日（水）（消印有
効）まで。ハガキなどに、郵便番号、

住所、氏名（ふりがな）、生年月日、

電話番号、市の乳がん検診の受診

経験の有無・ある場合はその受診行

政区を記入のうえ郵送（〒604-8491

中京区西ノ京左馬寮町28京都予防

医学センター乳がん検診係）※区保

健センターに専用ハガキもあります。

●問合せ先／京都予防医学セン
ター乳がん検診係（☎811-9135）、

区健康づくり推進課成人保健・医

療担当（☎592-3477）

乳がん検診（巡回型）のご案内

この度、山科区では、一年間

に推進していく取組などをまと

めた「平成23年度山科区運営方

針」を策定しました。

運営方針では、区民の皆様と

の「共汗・協働」のもと、積極

的に推進する36の重点取組を掲

げています。

また、区民サービスの向上、

市税や国民健康保険料、介護保

険料の適正・公平な賦課と徴収

の推進、保健・福祉・子育て支

援の充実を基本方針として、職

員が一体となって全力でまちづ

くりに、取り組んでまいります。

平成23年度山科区の重点取組
①環境を守り継ぐ
○山科区2万人まち美化作戦など

②まちの魅力・観光を磨く
○～皆で灯そう「陶

とうとうろ

灯路」!～

｢陶灯路」魅力発信プロジェクトなど

③交通・都市基盤を強化する
○区の交通問題改善の取組など

④保健・福祉・子育て支援を充実させる
○育児支援事業の充実など

⑤地域のつながりを強める
○山科区獣害対策チームの運営など

※運営方針は区のホームページで

公開中。冊子は区総務課にて配布。

●問合せ先／区総務課企画広報
担当（☎592-3066）

　山科消防団では、地域の防火・

防災に取り組む山科消防団（区内

13分団・約230名）の日ごろの訓

練の成果を発揮する山科消防団総

合査閲を実施します。

　小型動力ポンプを使った訓練

や、団員の規律訓練、服装点検を

行います。ぜひ、団員の日ごろの

成果を見ていただき、皆様の激励

をお願いします。

●日時／５月22日（日）午前９時30
分～11時30分

●場所／山科中央公園グラウンド

（西野阿芸沢町）

●内容／小型動力ポンプを使った
訓練及び団員の基本となる規律訓

練・服装点検

●問合せ先／山科消防署（☎592-
9755）

山科消防団総合査閲を実施

HIV（エイズ）検査を受けてみませんか？
6月1日～７日は「HIV検査普及週間」です！ ●日時／毎週月曜日9：00～10：30（検査結果は2週間後にお渡しし

ます。指定の日に必ず本人が区保健センターにお越しください）

●費用／無料　※匿名で受けることができます。
希望される方には、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス、梅毒、クラミジア、

淋菌の検査も行っています（肝炎ウイルス検査のみ11：00まで受付）。

＜区保健センターでのHIV抗体検査のご案内＞

　市では、私道の舗装新設工事や

舗装補修工事(舗装工事に伴う排

水施設（Ｌ型街
がいきょ

渠※）の新設・補

修工事を含む)に、標準工事費

75％の助成を行っています。

　助成を受けるには、いくつかの

条件がありますので、希望される

際には、各土木事務所や区役所で

配布中の手引きをご覧のうえ、東

部土木事務所までお問い合わせく

ださい。※排水のために道路のわ

きに設けるＬ型の側溝。

●受付期間／5月16日（月）～8月31
日（水）

●受付・問合せ先／東部土木事務
所（☎591-0013）

私道の舗装新設・補修工事を行う際、助成をします

京都市HIVマスコット「あかりん」

住宅火災による死者の7割は逃

げ遅れによるもので、住宅用火災

警報器を設置することにより、火

災を早く知り、避難することがで

き、大切な命を火災から守ること

ができます。山科消防署では、住

宅用火災警報器の設置期限（平成

23年5月31日）が迫っているため、

皆様の地域を担当している消防職

員が各ご家庭を訪問し、設置状況

の確認と設置の啓発を行っていま

す。留守宅の場合は、「住宅用火

災警報器の設置はお済みです

か？」というビラに訪問日と職員

名を記入し、郵便受けなどに入れ

させていただきますので、すでに

設置されているご家庭は恐縮です

が、問合せ先まで設置状況のご連

絡をお願いします。

●問合せ先／山科消防署　（☎592-
9755）　勧修寺消防出張所（☎573-

0119）　大塚消防出張所（☎595-0240）

「住宅用火災警報器の設置義
務（平成23年6月1日）まで、
あと16日に迫りました」

赤十字運動月間
～人間を救うのは、人間だ～

成24年3月31日（※当日消印有効）

●支給期間／申請受付日の翌月末
日　※4月1日から、本事業と子ど

も手当・子ども医療の3事業に関

する受付や問合せ対応を一元化し

た専用窓口を設置しています。

※市民税非課税かつ母子・父子・

児童・障害者・長期療養者世帯の

いずれかに属する新高校1年生に

対しては、平成23年6月末日まで

入学支度金の申請を受け付けてい

ます。詳しくは、パンフレット等

をご覧ください。

京都いつでもコール（☎661-

3755）

専用窓口(☎251-1123)

■京都市国民健康保険からのお知
らせ
保険料の納め忘れはありませんか
　保険料の負担の公平性を保つた

め、災害その他の特別の事情もな

く保険料を滞納している世帯に対

しては、財産などについて調査し、

給与、預貯金、不動産、生命保険、

年金などの財産を差し押さえま

す。保険料の滞納がある場合は至

急納付してください。

区保険年金課徴収推進担当（☎

592-3107）

■無料法律相談
毎週水曜日。13:30～15:30。

区第2会議室。 15名。 当日8:30

から整理券配布。先着順。 

区まちづくり推進課（☎592-

3088）

■無料行政相談
6月9日（木)13:30～16:00。

区第2会議室。 区まちづくり

推進課（☎592-3088）

■行政書士の市民困りごと相談会
6月21日（火)14:00～16:00。

無料。 区第2会議室。 京都

府行政書士会第6支部事務局

（☎583-3230）

■児童館・学童保育所まつり
やんちゃワールド2011-世界へと
びだせ！あそびトラベラー！ -
午前は劇団「風の子北海道」の

「十二の月の物語」を観劇します。

午後は世界の遊びをテーマに

コーナーを展開し、体験遊びや工

作のコーナーを用意し、お待ちし

ています。乳幼児コーナーもあり

ます。 5月21日（土）10：00～

15:00（雨天の場合、午前観劇の

み）。 醍醐西小学校。 無料。

公益社団法人京都市児童館学童

連盟（☎256-0280）、市児童家庭課

（☎251-2380）

■山科区社会福祉協議会
（☎593-1294、FAX594-0294、
E-mail:fukusi08＠mediawars.ne.jp)
「平成23年度やましなふれあい手
話講座」
 手話を学んで、自分にできるこ

とを一緒に考えてみませんか。

①6月22日（水）～7月27日（水）、

毎週水曜日14:00～15:30。②6月

23日（木）～7月28日（木）毎週木曜

日19:30～21:00。 ①山科総合福

祉会館会議室（西野大手先町）。②

山科青少年活動センター大会議室

（竹鼻四丁野町）。 区民または区

内に通勤・通学の方で手話を初め

て習う方。全講座参加できる方。

①②とも20名。 1000円。 6

月8日（水）まで。電話またはFAX

（住所・氏名・電話番号を記名）。

申込多数の場合は抽選。

■地域子育て相談事業
ひよこ「山本かずみ、歌って笑顔
コンサート」
6月15日（水）10:00～。 ア

ヴェ・マリア幼稚園（御陵中筋町）。

１歳６カ月～未就園児。 200

円(おやつなし)。 上靴（あれば）。

電話。 アヴェ・マリア幼稚園

（☎592-6404）　　

■山科図書館（☎581-0503）
※開館時間：10:00～19:30（土･

日･祝は～17:00）。休館日：火曜

日(祝日の場合翌平日)と第2･4水

曜日。

お楽しみ会
5月28日（土）11:00～。

・パネルシアター

よんでよんで赤ちゃんの会

6月6日（月）11:00～。

・赤ちゃん絵本の読み聞かせ

テーマ図書の展示と貸し出し
６月　一般書　「環境」

　　　えほん  「花」　

絵の展示（幼児コーナー）
6、７月は、南殿幼稚園児の作品。

■移動図書館「こじか号」巡回
（☎801-4196）
5月23日（月）10:00～10:50

西野山分譲集会所前

11:10～11:40　 山階南小

13:00～13:40　 陵ヶ岡小

5月25日（水）　

10:00～10:40　 大塚小

11:00～11:40　 大宅小

■食育セミナー「朝食ばんざ～
い！おばんざい」
　朝でも栄養のバランスよく食べ

るコツをお伝えします。

6月15日（水）13:00～15:00。

区栄養室。 区内在住の方。 25

名。（先着順） 500円。 エプロ

ン、三角巾、タオル。 6月1日

（水）8:30から電話または窓口。

区健康づくり推進課成人保健・

医療担当（☎592-3477）

■山科青少年活動センター
（☎593-4911、FAX593-4916）

「やませいへイコ」参加者募集
①「オレンジクッキー作り」
5月28日（土）14:00～17:00。

100円。

②「卓球大会」
6月11日（土）13:00～15:00。

無料。

①、②とも 当センター。 市内

在住または通学・通勤している中

学生～30歳の青少年。

③中学生のスポーツタイム
　中学生限定、毎週土曜の午後ス

ポーツルーム（卓球のみ）を開放

しています。予約・申し込みは不

要。ラケット・ピン球は貸出可。

毎週土曜日15:00～17:00。 体

育館シューズ。

市内在住または通学している中

学生。 無料。

■第7回子ども文化フォーラム
　全館を使った音楽やダンスなど

の体験イベントです。

6月19日（日）10:00～16：30（終

演予定）。 東部文化会館。 500

名。 無料。 不要。 東部文化

会館(☎502-1012)

■「第７回コーラス・フェスティ
バルin山科・醍醐」出演者募集
　山科・醍醐地域を主に活動拠点

としているコーラス団体を募集し

ます。演奏時間は、1団体10分以

内です。 当日/11月13日（日）

13:00～16:30、申込期間/5月31日

（火）まで。 東部文化会館（椥辻

西浦町）。 参加費750円/一人。

直接お越しください。出演団体

名、代表者名、連絡先（住所、電

話・FAX番号）、出演予定者数、演

奏曲目を記載のうえ、提出してく

ださい。申込多数の場合、抽選。

東部文化会館（☎502-1012）

■献血
勧修学区
6月13日（月）10:00～11:30と

12：30～16:00。 勧修小学校。

区健康づくり推進課管理担当

(☎592-3474)

■東温水プール夏季夜間営業
6月9日（木）～9月3日（土）の毎

木曜日～土曜日。17:00～20:00。

東温水プール（伏見区石田西ノ

坪）。 東温水プール（☎571-

3100）
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5月31日は、軽自動車税の納期

限です。

●納期限を過ぎますと、延滞金
が掛かることがありますのでご

注意ください。

●市税の納付には便利で確実な
口座振替をご利用ください。

課税内容・納付相談：市納税

推進課（☎213-5467）

口座振替：市納税推進課（☎

213-5466）
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「平成23年度山科区運営方針」を策定しました


