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◯平成27年度　山科区における主な事業
　平成27年度の山科区における主な事業をご紹介します。
　区基本計画に掲げる山科区の将来像「心豊かな　人と緑の“きずな”
のまち　山科」の実現に向け、区民の皆さまとの「共汗・協働」によるま
ちづくりをより一層進めていきます。

地域のつながりを強める
◎山科“きずな”支援事業（６頁に詳細）
◎�やましなGOGOカフェの運営
　（7頁に詳細）
◎山科区民ふれあい事業
（ふれあい“やましな”区民まつり等）
◎京都市総合防災訓練
　地域の防災体制や防災意識の向上
を図るために行う総合防災訓練を山
科区で実施します。
◎地域の防災力
　アッププロジェクト　�NEW
　避難所運営マニュアルの実効性を
高めるため、避難所運営訓練や研修会
等を実施します。
◎戸籍のコンピュータ化�　�NEW
　証明書発行の迅速化等のため、山科区に本籍を有する方の戸籍をコ
ンピュータ化します。

ふれあい“やましな”区民まつり

やましなGOGOカフェ
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保健・福祉・子育て支援を充実させる
◎健康づくりサポーター
「キャット・ハンズ」と歩く
　健康ウォーキング
◎�誰もが気軽に立ち寄れる
　フリースペースの設置・運営
◎やましなっこひろばの運営
◎やましな子育て情報
　発信事業　NEW
　乳幼児期の子育てに関する地域に密着した情報を情報誌やホーム
ページでお知らせします。
◎やましなお誕生おめでとう事業　NEW
　地域ぐるみで子育てをサポートするため、民生委員・児童委員・
主任児童委員による乳児家庭への訪問・育児相談を行います。

環境を守り継ぐ
◎三条通「花の道づくり事業」　NEW
　三条通（四ノ宮〜 JR東海道本線）
の歩道にハナミズキ約120本を植栽
し、京都の東の玄関口にふさわしい潤
いのある空間を創造します。
◎エコアクションNo.1宣言
◎２万人まち美化作戦

まちの魅力・観光を磨く
◎琵琶湖疏水通船復活試行事業
　京都市と大津市を繋ぐ新たな観光資源を創出することで、琵琶湖
疏水沿線の山科地域等の活性化を図るため、通船復活に向けた試行
事業を実施します。

「キャット・ハンズ」と歩く
健康ウォーキング

植栽後の開花イメージ
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◎山科・感動ツーリズム推進事業
　山科地域の潜在的な観光資源の掘り起こし、磨き上
げを行い、山科地域の観光まちづくりを推進します。

交通・都市基盤を強化する
歩道整備　NEW
（一般市道 山科椥辻緯５号線）
浸水対策のための雨水幹線整備　NEW
（山科川13－１号雨水幹線
（京都東インターチェンジ南側））

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

○新区長のごあいさつ
　このたび、山科区長に就任いたしました堀池雅彦
（ほりいけ　まさひこ）です。
　山科区は、今も昔も京の東の玄関口であり、交通
の要所として発展してきました。また、「２万人ま
ち美化作戦」や「安心安全の取組」、「やましな駅前
陶灯路」等、区民のみなさまや大学等による「山科な
らでは」の自主的な取組、活動が活発に行われるな
ど、“きずな”の強い個性あふれるまちであると感じています。
　山科区は来年度に区政誕生40周年を迎えます。私は、魅力と個性に
富んだ山科区の節目の時期に、区政に携われることに大きなやりがいを
感じると同時に、その責任に身が引き締まる思いです。
　区民のみなさまとの“きずな”を深め、山科区政を全力で推進してまい
りますので、ご支援、ご協力賜りますようよろしくお願いします。

山科区長　堀池雅彦

やましな
駅前陶灯路
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区民の主体的なまちづくり活動を区が支援

○山科“きずな”支援事業申請団体募集
　山科ならではの地域力を活かした取組に補助金を交付し、区役所
が区民の皆様の主体的なまちづくりを支援する「山科“きずな”支援
事業」の採択団体を募集します。
●応募期間／４月13日（月）〜５月15日（金）【必着】
●応募方法／ 区役所等で配布の「山科“きずな”支援事業」交付申請書

（区役所ホームページからも入手可）に必要事項を記
入し申し込み先に持参または送付。

※ 詳細は、区役所ホームページをご覧いただくか、問い合わせ先にお
問い合わせください。交付事業は、審査のうえ６月中旬〜下旬に決
定し、結果は、申請者全員に通知します。
●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当
（電話592-3066　〒607-8511　住所記入不要）

※ 無報酬での労力の提供に対して、補助限度額の範囲内で、１人１時
間当たり500円、最高５万円まで補助金交付額を加算します。

※ 同一事業での採択は３年を上限とします。過去に３回採択を受け
た事業でも新たな視点や取組がある場合は、申請が認められる場
合があります。

支援メ
ニュー 支援の対象 補助内容（期間はいずれも１年）

地域団体
等への支
援事業

地域団体、NPO法人、グループ
等が行うまちづくり活動や事
業のうち、総事業費が10万円
を超えるもの

【補助限度額】１事業　30万円
【交付率】１年目３／４以内、２
年目以降１／２以内

地域団体、NPO法人、グループ
等が行うまちづくり活動や事
業のうち、総事業費が10万円
以下のもの

【補助限度額】１事業　10万円
【交付率】１年目３／４以内、２
年目以降１／２以内

大学への
支援事業

市内の大学と区民との共汗・協
働による事業や交流事業など

【補助限度額】１事業　30万円
【交付率】10／10以内
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まちづくりのキッカケが見つかる場

○やましなGOGOカフェ�参加者募集
　飛び入り参加も大歓迎
　「山科のために何かしたい」、「山科で何かしたい」、「山科のことを
もっと知りたい」と思っているアナタ!!山科のまちづくりについて、
一緒に話し合いませんか？

育てたいあなたのタネを募集します！
　継続して複数回にわたりみんなで考えたいテーマを募集しま
す。（テーマを出すことができる人は第１回〜第３回のうち、２
回以上出席できる方に限る。）

●日時／第１回　５月23日（土）　午前10時〜午後０時30分
　　　　第２回　７月26日（日）　午前10時〜午後０時30分
　　　　第３回　９月18日（金）　午後７時〜９時30分
●場所／区役所大会議室　
●費用／ 300円（茶菓代）
●申し込み方法／ 区役所ホームページの申し込みフォームまたは、

申し込み先に、①氏名、②年齢、③お住まいの市区
町村、④連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）、⑤
継続して複数回にわたりみんなで考えたいテーマ
（ご希望の方のみ）を添えてお申し込みください。

※託児あり（無料）。ご希望の方は、各回の４日前までにご連絡ください。
●申し込み・問い合わせ先／
　区総務・防災担当（電話592-3066　〒607-8511　住所記入不要）

やましなGOGOカフェ 検索
HP、Facebookで情報配信中！
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○牛尾山へハイキングに出かけませんか
　平成25年９月の台風18号による
被害のため通行止めでした一般市道
牛尾道の復旧工事が完了しました。
　春の心地よい陽気の下、音羽川の
せせらぎや音羽の滝、弘法大師ゆかり
の経岩など見どころ満載の牛尾山へ
ハイキングに出かけてみませんか。
牛尾山法嚴寺（ほうごんじ）
春季御開帳
　牛尾山法嚴寺にて、４月17日（金）
春季御開帳が行われ、ご本尊が公開
されます。
●問い合わせ先／
　復旧工事について：
　東部土木事務所（電話591-0013）
　春季御開帳について：牛尾山法嚴寺（電話593-8003）

○山科区民花の回廊募金でヤマザクラを植樹しました
　山科区を様々な花で自然豊かな潤いのあるまちにしていくことを
目的に実施する「山科区民花の回廊募金」では、平成25年度に引き続
き、東山自然緑地(山科疏水公園)にヤマザクラを植樹しました。
　今後も、山科区が花と緑に彩られた美しいまちになるよう取り組ん
でまいりますので、皆さんの募金へのご協力をお願いします。
●申し込み方法／募金を添えて、問い合わせ先にお越しください。
　　　　　　　　個人一口　三千円から
　　　　　　　　団体・企業一口　三万円から
※一口以下でも可。お気軽にご相談ください。
●�問い合わせ先／�区まちづくり推進担当
　　　　　　　　（電話592-3088）

長尾橋

大師堂
経岩

山科音羽川

中島橋

名神
高速道路

一級河川 山科川

蛙岩橋（鎌研ぎ橋）

ハイキング
コース

聴呪の滝

夫婦の滝
大仏橋（樫野橋）

波切不動

大蛇塚

横石橋

法嚴寺参道

牛尾山
法嚴寺

音羽の滝

桜の馬場キャンプ場

N
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○犬の鑑札（かんさつ）・注射済証・門標（もんひょう）の
　デザインが新しくなりました
　鑑札と注射済票は登録・注射の証明となります。鑑札は首輪につ
け、注射済票は鑑札の裏面に貼り付けましょう。

狂犬病予防注射をお忘れなく！
　生後91日以上の犬の飼い主は、年１回の狂犬病予防注射が義務
づけられています。集合注射会場（区内は４月21日（火）まで実施）
または動物病院で、必ず予防注射を受けましょう。
※集合注射の会場は、区役所ホームページをご確認ください

●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）

新旧

※金属製からシールに変更。

注射済票シールを
鑑札の裏に貼り付
けてください。

犬
鑑
札

注
射
済
票

門
　
標
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○児童館・学童保育所まつり
　やんちゃワールド2015
　～たのしさ�つたわるみんなの笑顔�無限大～
　子どもたちの健やかな成長を願い、児童館・学童保育所まつりを今
年も開催します。当日は山科・醍醐地区から19の児童館・学童保育所
が大集合。工夫を凝らした出し物を用意して、皆様のご来場をお待ち
しております。
●日時／ ５月 16 日（土）午前 10 時〜午後３時
　　　　（雨天時は午前の部のみ実施）
●場所／春日野（かすがの）小学校
　　　　（伏見区日野田中町（ひのたなかちょう）31）
●内容／午前の部：地域諸団体からの発表
 午後の部：19の児童館からのブース出展他
●費用／無料
●問い合わせ先／市児童家庭課（電話251-2380）
　　　　　　　　公益社団法人京都市児童館学童連盟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話256-0280）

○新�山科の四季
　第１回　春　「疏水沿いの桜」
　～疏水を散歩してみませんか～
　区内の四季の魅力をお伝えする

「山科の四季」。第１回目は、春「疏水
沿いの桜」です。
　先人の英知の結集であり、明治維新後の京都の産業を支えた琵琶湖
疏水。疏水沿線は、市内でも有数の桜の名所として知られています。
　中でも見どころが、東山自然緑地沿いの桜。四ノ宮から日ノ岡まで
続き、高台から区内を望める遊歩道で、両岸約４キロにわたる桜並木
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が続きます。
　この春、琵琶湖疏水通船復活試行事業（※）で注目を集める疏水沿
いで、のんびり桜巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
※ 乗船の申し込みは終了しています。詳細は、上下水道局ホームペー

ジまたは、問い合わせ先にお問い合わせください。

疏水沿いの桜巡りのお供に�
　京都・やましな観光ウィーク実行委員会
では、「山科散歩　疏水編」を作成しまし
た。同冊子では、「東山自然緑地」をはじめ
とする区内の桜の名所や、疏水から徒歩圏
内の飲食店等を紹介しています。区役所等
で配布していますので、是非一度手に取ってみてください。

●問い合わせ先／
記事について　区総務・防災担当（電話592-3066）
琵琶湖疏水通船復活試行事業について
　上下水道局経営企画課（電話672-7709）

市政情報総合案内コールセンター

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（以下のホームページから）
パソコン
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯電話  http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/



12

総人口／ 134,491人
　男性／ 63,877人
　女性／ 70,614人
世帯数／ 59,348世帯
平成27年３月1日現在（山科区推計人口）

○情報掲示板

　税　

４月30日（木）は、
固定資産税・都市計画税第１期分の納期限
　納期限を過ぎると、延滞金がかります。（延滞金額が1,000円未満
の場合はかかりません）
　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。
問い合わせ先
課税内容／土地家屋＝区固定資産税担当（電話592-3164）
　　　　　償却資産＝市資産税課（電話213-5214）
納付相談／土地家屋＝税務センター（電話592-3310）
　　　　　償却資産＝市納税推進担当（電話213-5468）
口座振替／市納税推進担当（電話213-5466）

固定資産税の住宅用地に関する申告
　住宅の敷地として利用されている土地（以下「住宅用地」）は、固定
資産税が軽減されています。住宅用地を店舗や貸しガレージなど住
宅以外の用途の敷地に変更された場合や、住宅以外の敷地から住宅
用地に変更された場合は、問い合わせ先に必ず申告してください。
※５月７日（木）から固定資産税（土地・家屋）の課税業務を市税事務
所（中京区室町通御池南西角）で行います。５月７日（木）以降に申告
を行う場合は、市税事務所の固定資産税担当へ申告してください。
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問い合わせ先　区固定資産税担当（電話592-3164）
　　　　　　　5月7日（木）以降／市税事務所（電話746-6436）

　福　祉　

平成27年度介護保険料通知書の送付
　65歳以上の方（介護保険第１号被保険者）を対象に、今年度の介護
保険料の通知書を４月下旬までに送付します。通知書に納付書がつ
いている場合、納期限までに最寄りの金融機関または、ゆうちょ銀行

（郵便局）で納付してください。
　なお、今回の通知は、平成26年度の市民税額をもとに仮計算した
ものです。平成27年度市民税額確定後の７月に、保険料を再計算し
た通知書を送付します。
問い合わせ先　区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）

介護保険料特別徴収額の変更
　平成25年中に一時的な所得があり、平成26年度の保険料が大きく
変更になった方は、申請により、平成27年８月に支払われる年金か
ら、引き落とし額を変更できる場合があります。５月29日（金）まで
に、問い合わせ先でお手続きください。
問い合わせ先　区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）

高等職業訓練促進給付金等事業
　母子家庭の母、父子家庭の父が就業に向けて、法令で定められた
機関で２年以上就学する場合に、給付金を支給しています。この度、
平成27年度から当事業の対象資格（看護師等の７資格）に、視能訓練
士、言語聴覚士の２資格が加わりました。支給方法、支給要件（所得制
限等）の詳細は、問い合わせ先にお問い合わせください。
問い合わせ先　区支援課支援第一担当（電話592-3247）
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家族介護用品給付事業
　在宅で寝たきりや認知症の高齢者を介護されている家族に対し、
おむつ等の介護用品と交換できる給付券を交付します。
対象　�65歳以上（要介護認定４〜５）で、在宅で暮らす高齢者を介護

する市民税非課税世帯。
必要なもの　介護保険被保険者証（写しでも可）、印鑑（朱肉用）。
申し込み方法　お早目に問い合わせ先へ。
※ ４月１日より交付中。６月１日（月）以降に申請すると交付枚数が

少なくなりますのでご注意ください。
問い合わせ先　区支援課支援第二担当（電話592-3222）

　保険・年金

平成27年度保険料の納付は口座振替をご利用ください
　国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替を利用
すると納付の手間が省け、納め忘れの心配もなく便利です。ぜひご利
用ください。
※ 申し込みから手続き完了まで約２カ月かかりますのでお早目にお

申し込みください。
必要なもの　�領収書または納入通知書など国民健康保険記号番号

（後期高齢者医療制度の場合は被保険者番号と徴収番
号）が分かるもの、預貯金通帳、口座の届出印。

申し込み方法　金融機関または問い合わせ先へ。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

平成27年度後期高齢者医療保険料額のお知らせ
①特別徴収（年金からの引き落とし）の方
　平成26年度に引き続き特別徴収される方は、平成27年２月と同額
の保険料額が、４、６、８月に支給される年金から仮徴収されます。平
成27年度の正式な保険料額と、10、12月および平成28年２月に特
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別徴収する保険料額は、７月にお知らせします（４月にお知らせは送
付しません）。
　また、４月から新たに保険料が特別徴収される方には、４、６、８月
に特別徴収される額を別途お知らせします。

②普通徴収（納付書による納付または口座振替）の方
　平成27年度の正式な保険料額と、７月〜平成28年３月の納付額
は、７月にお知らせします（４月にお知らせは送付しません。また、４
月から６月の納付はありません）。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

国民年金保険料免除・猶予制度
①国民年金保険料免除制度
　本人･配偶者･世帯主の前年所得がいずれも基準以下の場合、申請
により保険料の一部または全額が免除されます。
②若年者納付猶予制度
　学生を除く30歳未満の方で、本人･配偶者･世帯主の前年所得がい
ずれも基準以下の場合、納付が猶予されます。
③学生納付特例制度
　学生の方で、前年の所得が基準以下の場合は、申請により保険料の
納付が猶予されます。申請には学生証等が必要です。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）

　相　談　

保険料の夜間納付相談
　以下の日程で夜間の納付相談を設けております。普段はお仕事等
でお越しになれない方も、この機会にぜひご相談にお越しください。
４月20日（月）17:15 〜 19:30。
問い合わせ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）
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無料法律相談
日時　 毎週水曜日（閉庁日を除く）。
　　　13:15 〜 15:45（受付終了15:15）。
場所　区第２会議室。
定員　15名。
申し込み方法　当日8:30から整理券配布。先着順。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

無料行政相談
日時　５月14日（木）13:30 〜 16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　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
日時　５月19日（火）14:00 〜 16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　京都府行政書士会第６支部事務局（電話583-3230）

　お知らせ　

献血
①４月27日（月）　場所：百々自治会館（百々小学校）
②４月30日（木）　場所：フレスコ山科店変形交差点角
③５月13日（水）　場所：山科団地市営住宅集会所
※①〜③とも10:00 〜 11:30、12:30 〜 16:00
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）
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焼肉やバーベキュー時の食中毒に注意！
　生肉は、少ない量でも発症し、強い毒性を持つ細菌（カンピロバク
ター、O157（腸管出血性大腸菌）等）に汚染されている可能性があり
ます。感染予防のため、以下の３点に注意しましょう。
①しっかり中まで火を通す。
②生肉専用の箸や包丁、皿を使用する。
③クーラーバックと保冷剤を使用し、温度管理を徹底する。
問い合わせ先　区保健センター衛生課（電話592-3489）

ごみ減量の取組に関する助成制度
　ごみ減量の取組に関する助成団体を募集します。
①コミュニティ回収登録団体
　対象　自主的に古紙・古着・缶・びん等を回収する団体。
　定員　�全市で500団体。助成額＝年間10,000円〜 15,000円（応募

時期・回収品目により異なる）。
②使用済てんぷら油回収登録団体
　対象　�家庭から排出される使用済てんぷら油を定期的に回収する

団体・個人。
　定員　全市で100件。助成額＝年間5,000円〜 20,000円
　　　　（応募時期・回収拠点数により異なる）。
③落ち葉等堆肥化活動団体募集
　対象　落ち葉等の堆肥化を行う市民団体。
　定員　全市で30団体。助成額＝上限年間50,000円。
①〜③の助成内容＝チラシの作成や各種ごみ減量活動にかかる費用。
　申し込み方法　�①②は平成28年３月31日（木）、
　　　　　　　　③は平成28年２月29日（月）までに
問い合わせ先で配布中の申し込み書に記入し提出。
問い合わせ先　山科エコまちステーション（電話366-0184）
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　イベント・講座　　お問い合わせは各施設まで

地域介護予防推進センター（電話583-6205）
いきいき筋トレ
　日時　５月13日〜８月５日の間の毎週水曜日（７月22日を除く）
　　　　 ①9:30 〜 10:30、②10:45 〜 11:45。
　場所　愛生会山科病院新館第１講義室。
　対象　区内在住で65歳以上の方
　　　　（介護保険サービスを受けている方を除く）。
　定員　�各14名（多数の場合は抽選）。
　申し込み方法　４月20日（月）〜 24日（金）に当センターまで。

山科中央老人福祉センター（電話501-0242）
よし笛のしらべ
　琵琶湖の葦で手作りされたよし笛とギターによるご夫婦の演奏会
です。
　日時　４月25日（土）13:30 〜 15:00。
　場所　当センター。
　申し込み方法　不要。

山科図書館（電話581-0503）
子ども読書の日　おたのしみ会
　日時　４月19日（日）11:00 〜、14:00 〜
よんでよんで赤ちゃんの会　赤ちゃん絵本の読み聞かせ
　日時：５月11日（月）11:00 〜
テーマ図書の展示と貸出
　５月は、一般書「憲法」・「リラックス」
　絵本「おとうさん」・「おかあさん」
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絵の展示（幼児コーナー）
　５月は、寺西幼稚園園児の作品を展示
講演会「大人こそ絵本を」～絵本はだれのもの～
　日時　５月９日（土）11:00 〜

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
４月22日（水）　
　10:00 〜 10:40　場所　大塚小
　11:00 〜 11:40　場所　大宅小
４月27日（月）　
　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
　13:00 〜 13:40　場所　陵ヶ岡小

○平成27年　春の全国交通安全運動
●期間／５月11日（月）〜 20日（水）
　　　　（交通事故死ゼロを目指す日：５月20日（水））
●スローガン／「目を合わそう」　それが無事故の　愛ことば
●運動重点／
　・自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
　・ 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
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○京都市市民憲章推進者区長表彰
　３月４日、区役所にて京都市市民憲章推進者区長表彰式が行われ
ました。平成26年度の推薦テーマ＜日本文化や美しい景観など京都
らしさを守り育てよう〜世代を超え、京都に伝わる魅力を次世代に
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引き継ぐまちづくり〜＞と５つの実践目標に基づき、活動を推進し
てこられた区民16名と９団体に、区長から表彰状が贈られました。

個人の部�
　奥田 定之（おくだ　さだゆき）さん（勧修学区）
　末國 美智代（すえくに　みちよ）さん（勧修学区）
　中本 貴久（なかもと　たかひさ）さん（勧修学区）
　河村 富士子（かわむら　ふじこ）さん（山階学区）
　髙橋 眞紀（たかはし　まき）さん（山階学区）
　三原 里枝（みはら　さとえ）さん（山階学区）
　谷水 美鈴（たにみず　みすず）さん（鏡山学区）
　中村 隆宣（なかむら　たかのぶ）さん（鏡山学区）
　奥村 百代（おくむら　ももよ）さん（音羽学区）
　久郷 隆幸（くごう　たかゆき）さん（陵ヶ岡学区）
　向　 寛二（むかい　けんじ）さん（陵ヶ岡学区）
　桑山 謙（くわやま　けん）さん（大宅学区）
　林　 慈子（はやし　しげこ）さん（大宅学区）
　岩村 義憲（いわむら　よしのり）さん（大塚学区）
　竹中 征美（たけなか　いくみ）さん（西野学区）　
　辻倉 洋子（つじくら　ようこ）さん（西野学区）
団体の部�
　・鏡山環境美化（かがみやまかんきょうびか）　
　・山科駅前セーフティネット
　・パトロール百々　
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　・キャット・ハンズ
　・大塚学区獣害対策チーム　
　・やましなを語りつぐ会
　・ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会
　・車石・車道研究会（くるまいし・くるまみちけんきゅうかい）　
　・山科疏水なの花ボランティアグループ
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○市政懇談会が開催されました
　３月19日、区民と市政をつなぐパイプ
役としてご活躍されている山科区市政協
力委員連絡協議会の各学区会長と門川京
都市長との懇談会が開かれました。
　懇談会では、連絡協議会会長会の北村代表が、「環境分野や地域の
安心・安全活動などの取組について率先して推進していきたい」とあ
いさつされました。また、市長からは、日ごろの取組や活動に対する
感謝と、市政の発展に向けて、より一層の協力を呼びかけられ、市長
と参加者との活発な意見交換が行われました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○区民スポーツ最前線

勧修小学校タグラグビーチーム

全国３位の快挙
　３月7日、8日、秩父宮ラグビー場（東京都）で
開催された「サントリーカップ第11回全国小学
生タグラグビー選手権大会」に、勧修小学校タグラグビーチームが５
年連続５回目の出場を果たしました。
　予選リーグを３戦全勝で勝ち抜き、見事３位入賞を果たしました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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区民ボウリング大会

優勝は音羽体育振興会チーム
　２月22日、第33回山科区民ボウリング大会
が開催され、多くの方の参加のもと、熱戦が繰
り広げられ、昨年、一昨年と準優勝の音羽体育振興会チームが雪辱を
果たし、見事、団体の部を制しました。大会の主な結果は次のとおり
です。
団体の部（体育振興会チーム）
　優　勝　　音羽
　準優勝　　勧修
　三　位　　百々
個人の部
　男子優勝　大宅学区　安田 英治（やすだ　えいじ）さん
　女子優勝　音羽学区　盛岡 銘子（もりおか　めいこ）さん
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○生活安全スポットニュース
椥辻交番と百々交番が「平安なでしこ交番」にリニューアル！
　３月25日、椥辻交番と百々交番が、女性警察官による24時間対応
可能な「平安なでしこ交番」にリニューアルされ運用が開始されまし
た。
　両交番では、女性警察官が通常の交番業務に加え、ストーカーや
DV、性犯罪などの被害対応や、女性、高齢者からの相談等に24時間
対応します。また、今まで以上に、見回り活動や合同パトロール活動
を、区民の皆さまと共に取り組んでいきます。
※事件事故対応のため、交番に女性警察官が不在のことがあります。
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）
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○第31回
　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
　連載　区民活動きずなリレー

ふらっと立ち寄れる場所がオープンしました！
～みちくさの家～
　赤ちゃんからお年寄りまで、ふらっと立ち
寄れる、そんな場所が清水焼団地にあるのを
ご存知ですか？昨年５月にオープンした「み
ちくさの家」です。以前、清水焼団地協同組合
が清水焼の展示を行っていた建物の１階が
ヴィラ山科居宅介護支援事業所となり、その
事務所内のスペースが改修され、子どもの遊
べるスペースやテーブル・いすなどが設置さ
れました。
　お話を伺ったのは、ヴィラ山科の粂田さん。「この場所は事務所と
して借りているのですが、広いスペースを活かして、誰でもいつでも
ふらっと寄れる、そんな場所になればと思ってみちくさの家をオー
プンしました。」
　地域のコミュニティのつながりの希薄化が課題になる中、誰でも
気軽に立ち寄ることのできるスペースを開設する動きが広がってい
ますが、多くは週に１回とか月に何回とか限られた回数です。「ここ
は、いつでも立ち寄れる場所を目指しています。ただ訪問事業のため
に職員が全員出てしまう時間帯もあり、いつでもどうぞとはまだ言
えないんです。」
　今のところ、水曜日にはものづくりＣＬＵＢ、第２木曜日は百々学
区社協によるフリースペース、金曜日にはファミリーキッズくらぶ、
土曜日には舞踊クラブといったように、曜日ごとに異なるプログラ
ムが開催されています。「プログラムに参加してもいいし、参加せず
自由に過ごしてもかまいませんよ。」とのこと。

ものづくりCLUBで、
みちくさの家の
看板を製作
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　ものづくりＣＬＵＢは京都工芸繊維大学の学生が中心となり運営
し、木や竹などを使ってフォトスタンドを作るなど工作をしていま
す。大学院生の土肥さんによると、ちびっこからお年寄りまで幅広い
世代が参加し、自然に世代を超えた交流が生まれることがいいとこ
ろだそうです。
　ファミリーキッズくらぶは赤ちゃんや乳幼児を連れて楽しめる場
です。くらぶ代表の永井さんによると、写真を美しくレイアウトして
思い出を残すスクラップブッキングや、牛乳パックの工作や折り紙
など、季節に合わせて楽しめる内容にしているそうです。
　粂田さんは語ります。「子どもたちが学校帰りにふらっと寄って、
大学生に宿題のわからないところを教わる、そんな場所にもしたい
んですよ。」子どもたちが〝みちくさ〟できる家になったら、とっても
楽しそうですね！期待しています。
●問い合わせ先／
　記事について　区総務・防災担当（電話592-3066）
　「みちくさの家」について
　　ヴィラ山科居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　　　　清水焼団地センター（電話632-9501）


