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雨の多い季節になりました

◯大雨による土砂災害にご注意ください
まもなく梅雨入りの時期を迎え、梅雨前線の影響に
より雨の日が多くなります。梅雨前線や台風等で、
大雨や長雨が続くと土砂災害が発生しやすくなり
ます。
土砂災害は、地面に含まれる水分が多いほど発生し
やすくなりますので、以下の点にご注意ください。

土砂災害対策は情報の収集から
　土砂災害警戒情報は、降雨予測と土壌中の水分量（土壌雨量指数）に
より大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時に行政区ごとにテ
レビやラジオなどで発表されます。また、お手持ち
のテレビのｄボタンでもお住まいの地域の気象情
報を確認することができます。
　京都市では、防災ポータルサイト「京都市防災危
機管理情報館」を通じて各種防災情報の発信に努
めています。また、土砂災害警戒情報や避難勧告、避難指示等の緊急情
報を、市民の皆さまに伝達するため、携帯電話（NTTドコモ、au、ソフト
バンク）による緊急速報メールを導入しています。

大雨注意報

避難勧告等の緊急情報が出る場合があ
ります。情報を収集し、いざというと
きに避難できるようにしてください。

大雨警報

土砂災害警戒情報
テレビ・ラジオなどで発表

京都市防災危機管理情報館
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土砂災害時の兆候について
　斜面や家の裏のがけ、川や谷で次のようなことが起こると危険な状
態と言われています。
① がけから小石がパラパラ落ちてきたとき
② 家、地面、よう壁、斜面にひび割れができたとき
③ 井戸水や沢の水が濁り始めたとき
④ 斜面やがけから水が急に噴き出したとき
⑤ 雨が降っているのに川の水が急に減り始めたとき
⑥  川の流れが急に濁ったり、流木がたくさん流れて

きたとき
⑦  山全体がうなっているような音（山鳴り）がする

とき

土砂災害に備えて
早めの避難!!
　いざというときのため、自宅周辺に危険な箇所はないかどうか点検
し、少しでも左のような兆候を見たり聞いたりしたら、すぐに避難しま
しょう。
　また、夜間等、避難場所への移動が困難な時に土砂災害警戒情報が発
表された場合は、がけ等の反対側で2階以上の部屋に移動するなど、垂
直避難につとめましょう。

地域を確認!!
　京都府では、土砂災害の危険のある地域を土砂災害警戒区域（特別警
戒区域）として指定しています。
　詳しくは、防災ポータルサイト「京都市防災危機管理情報館」に記載
されていますのでご確認ください。
　また、パソコンをお持ちでない場合は、京都府建設交通部砂防課
（電話414-5318）、京都府京都土木事務所（電話701-0124）、市防災危
機管理室（電話212-6792）、市情報公開コーナーおよび区役所で図面等
を確認していただくことができます。
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緊急通報先
事件・事故など ���������������（☎局番なし110）
火災・救急など ���������������（☎局番なし119）
道路災害　　　東部土木事務所���������（☎591-0013）
災害廃棄物　　山科まち美化事務所�������（☎573-2457）
　　　　　　　まち美化推進課���������（☎213-4960）
緊急くみとり　生活環境美化センター������（☎681-5361）
　　　　　　　まち美化推進課���������（☎213-4960）
消毒・防疫　　 区保健センター ���������（☎592-3486）

ライフライン
上下水道局山科営業所�������������（☎592-3058）

（株）NTT西日本京都113サービスセンター ���（☎局番なし113）
関西電力（株） �������������（☎0800-777-8033）
大阪ガス（株）京滋導管部 ���������（☎0120-8-19424）

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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参加者募集！
飛び入り参加も大歓迎

　第２回
　７月26日（日）
　午前10時～午後０時30分

　やましなＧＯＧＯカフェとは、山科のために何かしたい、山科のこと
をもっと知りたい、身近な地域の気がかりなこと・興味を惹かれてい
ることをなんとかしたい、一緒に考える仲間が欲しい�。そんなアナタ
にピッタリの場です。
　話し合いのテーマは自由！ 多彩な参加者の皆さんと一緒に語り合
いませんか。

ＧＯＧＯカフェの様子

①他の参加者と話し合いたいテーマを挙げて�

②ＧＯＧＯカフェ談義！！

　第3回
　9月18日（金）
　午後７時～９時30分
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●場所／区役所２階大会議室
●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「継続して複数回話したいテーマ」（ご希望
の方のみ）を添えてお申し込みください。

継続して複数回話したいテーマを募集します！
　やましなＧＯＧＯカフェでは、当日参加者の皆さまから出していた
だくテーマの議論をさらに深めるため、第２回と第３回の両方に参加
できる方を対象に、「継続して複数回話したいテーマ」を募集します。

HP、facebookで情報発信中！

●申し込み・問い合わせ先
区総務・防災担当
電話592-3066　FAX502-1639
〒607-8511　住所記入不要

番外編　詳しくは区役所ホームページで!
青空カフェ＠みささぎの森�開催！
６月21日（日）　午前11時～午後3時
●会場／みささぎの森（山科区御陵大岩10）
●内容／
・山科ミニ講座（テーマ：山科の自然と歴史）
・交流会（バーベキュー他）
※オプション企画（ハイキング：JR山科駅→毘沙門堂→みささぎの森 
午前９時30分～）

やましなGOGOカフェ
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●申し込み方法／
６月18日（木）までに区役所ホームページまたは、申し込み先へ。（申
し込み必須）

ふれあいファミリー食セミナー
○「わんぱくクッキング」
お昼ごはん作りにチャレンジ！
●日時／
①７月29日（水）　午前10時～午後１時
②８月19日（水）　午前10時～午後０時30分
●場所／区役所２階栄養室
●内容／
①食材学習・クッキング（保護者の方：クッキングの補助）・歯の講話、
ブラッシング（最後はみんなでお口を綺麗に！）
②食材学習・クッキング
●対象／
①区内在住の小学１・２年生とその保護者
②区内在住の小学５・６年生※保護者の送迎をお願いします。
●定員（先着順）／
①12組24名　②15名
●参加費／
①親子一組1000円　②子ども一人500円
●持ち物／
①エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル、歯ブラシ、コップ、お
子さんの上靴　
②エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル
●申し込み方法／
７月１日（水）から申し込み先に電話または来所
●申し込み・問い合わせ先／区保健センター成人保健・医療担当（電
話592-3477）
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京都市ふるさと納税寄付金

○だいすきっ！京都。寄付金
皆さんの思いを、ぜひ山科区へ！
　山科区では、寄付金を平成28年度に迎える山科区制
40周年を記念する事業に活用させていただきます。寄付
の際は、ぜひ「地域振興“山科区”」をご指定ください。
●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

○第65回｢社会を明るくする運動｣山科区大会
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
　法務省主唱の「社会を明るくする運動」は、今年で
65回目を迎え、「更生保護の日」である７月１日か
ら１カ月間を強調月間として、全国各地でさまざま
な活動が実施されます。
　区内では、山科区大会が開催されます。今年はフ
リーキャスターの小宮悦子氏による講演やボラン
ティア団体の京都中央地区ＢＢＳ会の発表などのほか、会場では、区内
の小学校、総合支援学校から寄せられた絵画や書の展示も行われます。
●日時／７月12日（日）午後１時～
●場所／東部文化会館　※入場無料
●内容／一部：式典
　二部：講演「伝えること」
　（講師：小宮悦子氏）
　発表：「私たちにできること」（京都中央地区BBS会）
　安朱小学校２年生によるダンス
　大宅中学校吹奏楽部による演奏
●問い合わせ先／「社会を明るくする運動」山科区実行委員会（電話
595-1221）

小宮悦子氏

京の社明くん

40周年祝
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2015山科区初夏のイベント
年に一度、区内の農産物が大集合！

○平成27年度山科区農業祭
　区内の農業者の方々が、丹精込めて育てた質
の高い農産物を展示し、品評会や、野菜等の即売
を実施します。奮ってご来場ください。
●日時／７月11日（土）午前10時～午後３時 （荒
天時中止）
●場所／区役所前広場
●内容／
・農産物の品評会
・野菜等の即売会（午後２時～）
・花苗の販売、農業啓発コーナー　など
※入場無料。来場の際は買い物袋をお持ちください。
●問い合わせ先／東部農業振興センター（電話641-4340）

暖かな光に包まれた素敵な一時を。

○京都橘大学　七夕陶灯路（とうとうろ）
　本年で７回目を迎える、京都橘大学が送る夏の風物詩。
　今年のテーマは、「輝（かがやき）」。山科の伝統工芸
品である清水焼の陶器や切子のグラスなどにろうそく
を浮かべ、キャンパス内を灯りで彩ります。
　大学内の各サークルによる音楽演奏等も実施します
ので、約２時間の夏の暑さを忘れる幻想的な
空間をお楽しみください。
●日時／７月３日（金）　午後６時30分点
灯、午後８時30分消灯（少雨決行、荒天時は７
月10日（金）に延期）
●場所／京都橘大学　●費用／無料
●問い合わせ先／京都橘大学学務第２課（電話574-4192）

夏野菜など
約400品！
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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（ホームページから）

総人口／ 134,470人
　男性／ 63,815人
　女性／ 70,655人
世帯数／ 59,622世帯
平成27年５月1日現在

（山科区推計人口）

 京都いつでもコール 検索
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○情報掲示板

　税

市・府民税の納税通知書を発送しました
　平成27年度の市・府民税が課税される方に、6 月10日付けで「納
税通知書」をお送りしました。納税通知書送付後は、6月30日（火）ま
で区役所に市民税臨時窓口を設置していますので、課税内容に不明
な点があれば、納税通知書をご持参のうえ臨時窓口にお越しくださ
い。
※給与所得者の方には勤務先を通じて「市・府民税特別徴収税額の
決定通知書」をお渡しします。
問い合わせ先　市税事務所市民税第2担当（電話746-5837）

　福祉

夏季特別生活相談・資金貸付
　疾病や事故等で、一時的にお盆の生活にお困りの世帯の相談を受
け、必要と認められた場合、夏季特別生活資金を貸し付けます。
①生活相談
日時　7月9日（木）～14日（火） 9:00～11:30・13:00～15:00。
場所　区大会議室。
②資金貸付
日時　7月24日（金）。時間未定（相談時にお伝えします）。
必要なもの　印鑑、健康保険証（世帯全員）など住所・家族構成が分

かるもの。
場所　区大会議室。
貸付・返済内容
・1世帯15万円を限度（1人3万円を目安）で貸付
・担保、保証人は不要で無利子で貸付
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・2年以内に原則均等月賦で返済
貸付できない世帯
・ ボーナスなどの臨時収入がある、または他の制度により貸付を受

けることができる世帯
・生活保護受給世帯
・中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯
・以前に夏季（歳末）貸付を受け、償還が完了していない世帯（例外あり）
・償還能力に欠ける世帯
・暴力団員等および暴力団密接関係者の属する世帯
問い合わせ先　区福祉介護課福祉担当（電話592-3214）／市地域福

祉課（電話251-1175）

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
が始まりました
　母子家庭、父子家庭の親が高卒認定試験（旧大検）合格のための講
座（通信講座を含む）を受講・修了し、合格したときに受講費用の一
部を支給します。
　なお、受給には、受講開始前に問い合わせ先での申請が必要です。
対象　市内にお住まいの母子家庭、父子家庭の親（所得制限有）。
支給額　 受講修了時給付金／受講費用の2割、合格時給付金／受講
費用の4割。
問い合わせ先　区支援課支援第一担当（電話592-3247）

　保険・年金

国民健康保険からのお知らせ
平成27年度分保険料通知書をお送りします
　平成26年度分の国民健康保険料をお知らせする保険料納入通知
書を今月中旬にお送りします。
　なお、保険料を納付書で納めている世帯には、保険料納入通知書に
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口座振替の申込書を同封しておりますので、便利な口座振替をぜひ
ご利用ください。
　また、特別徴収（年金からの引き落とし）で納めている方で、口座振
替への変更を希望する場合は、問い合わせ先で、口座振替と納付方法
の変更をお申し込みください。
※納付に困難な事情があるときは、減額できる場合がありますの
で、7月末までにご相談ください。8月以降にご相談いただいた場
合、減額できる額が少なくなることがあります。ご注意ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

後期高齢者医療制度からのお知らせ
新しい保険証をお送りします
　7月末までに新しい保険証（桃色）をお届けします。古い保険証（薄
紫色で平成27年7月31日（金）が有効期限のもの）は、8月1日（土）か
ら使用できません。8月1日（土）以降に新しい保険証を提示せずに
受診した場合、いったん医療費の全額をお支払いただくことがあり
ます。ご注意ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

　相談

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）
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無料行政相談
日時　7月9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　7月14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）

　イベント・講座　　お問い合わせは各施設まで

東部文化会館（電話502-1012）
山科・醍醐地域に文化芸術の力で世代間交流の場を
　文化芸術を通した世代間交流を目的に、「山科音頭」「合唱」「演劇」
などのワークショップを行います。
日時　7月11日（土）12:30～18:30。
場所　当文化会館創造活動室、ロビー。
対象　どなたでも。
定員　200名。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

山科図書館（電話581-0503）
Head�Shouldersで遊ぼう!英語で手遊び
日時　6月20日（土）11:00～

おたのしみ会�絵本の読み聞かせ
日時　6月27日（土）11:00～
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テーマ図書の展示と貸出
7月は、一般書「旅」、絵本「なつやすみ」、課題図書「工作」

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　7月6日（月）11:00～

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
6月22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

6月24日（水）
10:00～10:40
場所　大塚小、11:00～11:40
場所　大宅小

山科中央老人福祉センター（電話501-0242）
アンサンブルsoupコンサート
　区内の人気グループ「アンサンブルsoup」による温かいスープを
飲んだようなほんわかと心和む音楽を提供します。
日時　6月27日（土）13:30～15:00。
場所　当センター。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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アヴェマリア幼稚園（電話592-6404）
地域子育て支援事業
①ひよこグループ「わっしょい夏祭り」
日時　7月15日（水）14:00～15:30。
費用　200円。
対象　1歳5カ月～未就園児親子。
申し込み方法　7月7日（火）までに、当園に連絡。

②たまごグループ「お遊戯室開放」
日時　6月25日（木）10:00～11:30。
費用　無料。
対象　未就園児親子。
申し込み方法　不要。

③たまごグループ「ランチタイム」
日時　6月25日（木）11:30～12:30。
必要なもの　昼食。
費用　無料。
対象　未就園児親子。
申し込み方法　不要。

④たまごグループ「おはなし広場」
日時　7月7日（火）10:30～11:30。
費用　無料。
対象　未就園児親子。
申し込み方法　不要。
場所　①～④とも当園。
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山科区社会福祉協議会（電話593-1294）
日常生活自立支援事業　生活支援員養成研修
　認知症や物忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者への具体的
な支援活動を担う「生活支援員」の養成研修です。講座内容は以下の
とおり。なお、生活支援員として登録するためには、①～③の講座を
全て受講する必要があります。
①7月28日（火） 
認知症高齢者・知的障害者への支援　ほか
②7月30日（木） 
精神障害者への支援、生活支援員登録について ほか
③8月4日（火）
ソーシャルワークの基礎、修了式
①～③いずれも13:30～16:15。
場所　ひと・まち交流館京都（下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町
83−1）2階大会議室。
費用　無料。
定員　70名（先着順）。
申し込み方法　7月21日（火）までに当協議会に連絡。
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○めざせエコイベント！
　ごみの減量や参加者の環境意識の向上を図るため、次の支援策を用意し
ています。賢く活用して、イベント経費も、環境への負荷も軽くしましょう！
①専用のノボリやロゴでエコ化をＰＲ！
　一定の基準を満たすイベントを「京都市認定エコイベント」として登録
できます。ノボリやロゴを使って、参加者にエコイベントであることをア
ピールできます。
②賢く使おう！
　｢リユース食器｣助成金制度
　イベントから出るごみを減らす特効薬となる｢リユース食器（洗うこと
で繰り返し何度も使える食器）｣を広めるため、導入費用に対する助成制
度を設けています。
◦�対象イベント／自治会・町内会、ＮＰＯ、学校などの団体が、市内で開催

し、リユース食器を用いて延べ100食以上の飲食品を提供するイベン
ト
◦助成内容／リユース食器導入費用の２分の１（上限50万円）
◦�助成対象／リユース食器のレンタル費用のほか、コーディネーターの

人件費、食器洗浄機などのレンタル費用
◦申請方法／原則イベント開催日の２週間前までに問い合わせ先へ
●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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○区民ソフトボール大会
大宅体振チームが12年ぶり８回目の優勝!!
　５月10日に第39回山科区民ソフトボール大会が勧修寺公園グラウン
ドで開催されました。10学区の体育振興会チームが出場し、熱戦が繰り
広げられました。
　優　勝　大宅　体育振興会チーム
　準優勝　百々　体育振興会チーム
　三　位　鏡山　体育振興会チーム
　三　位　小野　体育振興会チーム
　優勝した大宅体育振興会チームは７月26日（日）（雨天時８月２日（日））
に岩倉東公園グラウンドで行われる京都市大会に山科区代表として出場
されます。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○笑顔とお花で「ありがとう」
西念寺保育園の園児さんからお花をいただきました
　西念寺保育園の園児さん
がお釈迦様の生誕を祝う花
まつりのお花を届けて下さ
いました。色とりどりのお
花と園児さんの元気の良い
ご挨拶に、来庁者の顔も思
わずほころびました。
●問い合わせ先／区支援課支援第一担当（電話
592-3247）
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○名神高速道路起工の地花壇が花でいっぱい!
　4月22日、小野学区の方々と、小野小
学校4年生の皆さんにより、マリーゴー
ルドとペチュニアの花が植えられまし
た。さわやかな春の日差しが降り注ぐ
中、地域の方々と子ども達が協力して美
しい花壇が完成しました。
　この花壇（小野蚊ケ瀬町）は、平成20
年7月に名神高速道路の起工50周年を記念して、
記念碑の設置とともに整備されたもので、小野学
区の皆さんのご協力により、年2回の花の植え替え
や水やりなど地域を挙げて取り組まれています。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

○こんな時は土木事務所へ
　土木事務所では、皆さんの安全・安心な生活
を守るために不可欠な土木施設の維持管理業
務を行っています。
　例えば、市が管理する道路における舗装の補
修、市街灯の新設および球替え、カーブミラー
の新設、道路の不法占用に対する指導および近
年多発している局地的集中豪雨や台風などに
よる災害対応として、土のうの設置や提供など
を行っています。
　お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせ先にご相談く
ださい。
●問い合わせ先／東部土木事務所�（電話591-0013）�（夜間・休日でも
対応可）

京都市土木事務所
イメージキャラクター
セッちゃん
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○カンピロバクターによる食中毒に注意しましょう
　高温、多湿の季節は、細菌性食中毒が起こりやすくなります。中で
も注意が必要なのが、カンピロバクターによる食中毒です。
　カンピロバクターは、鶏肉に多く存在する食中毒菌で、新鮮な鶏肉
であっても、高い確率で汚染されています。食中毒予防のため、鶏肉
を食べる際は、次の4点に注意しましょう。
①鮮度にかかわらず、生では食べない。
②十分に加熱（中心温度75度で1分以上）する。
③生の鶏肉を触った後は、手洗いを十分に行う。
④下ごしらえに使ったまな板や包丁は熱湯などで消
毒する。
［カンピロバクターによる食中毒の特徴］
●症状が出るまでの期間：2 ～ 5日
●症状:腹痛、下痢（まれに血便）、頭痛、発熱、嘔吐など
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3489）

○生活安全スポットニュース
振り込め詐欺に注意しましょう
　本年に入り、区内で、振り込め詐欺の被害が多発しています。次のと
おり、不審な電話には注意し、急ぎの場合は、110番をしてください。
その電話　全て詐欺です!
振り込め詐欺の主な誘い文句
①「口座を凍結します」、「キャッシュカードを預か
ります」
警察や銀行協会の職員が現金やキャッシュカード
を預かりに行くことは絶対にありません。
②「名義を貸してくれ」
あなただけの特別な権利、絶対に損はしない�。そんなうまい話はあ
りません。
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③「ゆうパックで現金を送れ」
ゆうパックやレターパックで現金を送ることは違法です。
④「還付金があるのでATMへ行ってくれ」
ATMには、キャッシュカードを使って資金を受け取る機能はありま
せん。
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

○第33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

住まいの困りごと　解決のお手伝いをします
～すまいのQQ隊～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　山階学区では高齢者がひとり暮らしになっても安心して住み続け
られることをめざして、山階ボランティアセンター「いこい会」を設
立して活動しています。その中の一つの活動が「すまいのQQ隊」で
す。大型ごみの処分、家具の移動や転倒防止、植木の剪定、水道パッキ
ンの取替え、日曜大工など、高齢の方が生活の上で困っていることを
助けます。
　「電球の交換なんて、息子さんが一緒に住んでたら何でもないこと
なんやけどな。地域の電気屋さんもなくなってしまって、相談できる
相手もおらへん。」QQ隊の谷口さんは語ります。谷口さんは「いこい
会」の事務所長として、長年地域の福祉活動をされています。「いこい
会」の設立は平成13年、すこやかサロンの運営、障害者・高齢者の移
動サポート、高齢者の日常生活支援、よろず相談などを行ってきまし
た。中でも高齢化、核家族化が一段と進んだことにより生活支援や相
談のニーズが高くなってきたので、平成18年にQQ隊を結成して対
応を始めたそうです。
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　昨年は、出動回数86回、延べ185人がQQ隊として活動するなど大
活躍。最近は認知症に対する相談や遺産・相続など、デリケートな問
題も増えてきて、対応も難しくなっているとのこと。トラブルになら
ないように、必ず複数で対応するそうです。
　QQ隊の代表の山田さんは、家の修理や植木の剪定などが得意との
こと。15人いるメンバーにはセミプロもいて、それぞれが得意なこ
とで活躍されているようです。どうやって多彩なメンバーを集めら
れたのか、秘訣をお聞きしました。
　「募集のチラシも配るけど、まずは総会をしっかりやって会計も公
表して、信頼を得ること。後は、人の世話をしてもいいっていう人を
どうやって見つけるかなんやけど、そこは難しいんや。」と山田さん。
QQ隊自身も高齢化しつつあるのは 悩みのようです。とはいえ、助け
た相手からのお礼状もたくさんQQ隊に届き、それを励みにまだまだ
頑張っていきたいとのこと。
　「今まで、大型ごみは玄関まで出してくださいとお願いしていたけ
ど、そこも助けなあかんかも。」と谷口さん。超高齢化社会の中、ます
ますQQ隊は引っ張りだこになりそうです。（佐藤友一:京都市まちづ
くりアドバイザー）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

QQ隊出動!


