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〇やましなGOGOカフェ
参加者募集！

第3回�9月18日（金）�午後7時～9時30分
第4回�11月3日（火・祝）�午前10時～午後0時30分

　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。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話し合いませんか。
●場所／区役所2階大会議室
●参加費／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）を添えてお申し込みください。

●これまでのGOGOカフェで話し合われたテーマ
　・山科で気軽な相談窓口の場所を作りたい
　・多くの世代が集い交流できるイベントについて
　・歴史、文化の伝承
　・山科に皆が楽しく集える里山を作る!

飛び入り参加
も大歓迎

①�参加者が話したい
テーマを挙げて� ②�GOGOカフェ談義！

高校生・大学生　大歓迎！
参加費：200円

学割
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活動の仲間を探そう!

「役に立つかもしれない仲間たち」登録募集中! 詳細は当日会場で。

●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）
HP、facebookで情報発信中!

〇敬老の日
　100歳おめでとうございます
これからも、健やかに過ごされますよう心からお祈りいたします。
勧修学区�����������
　岡（おか） キミ子（こ）さん　　田中（たなか） はるさん
　 村（ふじむら） 乙吉（おときち）さん　　森田（もりた） ツルさん
山階学区�����������
　北谷（きたたに） つ （じ）さん　　木村（きむら） 一子（かづこ）さん
　野尻（のじり） （はつい）さん
鏡山学区�����������
　石橋（いしばし） 政治郎（まさじろう）さん
　野尻（のじり） 不二枝（ふじえ）さん
　八田（はった） 幸子（ゆきこ）さん　　森本（もりもと） 志（し）んさん

やましなGOGOカフェから
こんにちは！進行役の谷口です。
山科大好き！のみなさん。
思いや知恵、経験や資源を集めて
山科をもっと楽しく！おもしろく！
暮らしやすく！しましょう。
対話からまちづくりへ。
お待ちしています！

司会進行　谷口 知弘氏
（コミュニティデザイン研究室
　代表・同志社大学客員教授）

やましなGOGOカフェ
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　李（り） 鳳仙（ほうせん）さん
音羽学区�����������
　秋山（あきやま） コウさん　　竹下（たけした） チヨさん
安朱学区�����������
　今井（いまい） ヨシヱさん　　中澤（なかざわ） 良三（りょうぞう）さん
陵ヶ岡学区����������
　川村（かわむら） 歌子（うたこ）さん
大宅学区�����������
　永田（ながた） 聰（とし）さん
山階南学区����������
　迫田（さこた） 千代（ちよ）さん
百々学区�����������
　植道（うえみち） 智惠子（ちえこ）さん　　川角（かわすみ） チヨコさん
　平田（ひらた） てるさん
大塚学区���������
　垣内（かきうち） 澄子（すみこ）さん
小野学区���������
　周防（すおう） （こ）きくさん
　宮内（みやうち） 弥 栄（やすえ）さん
音羽川学区��������
　穐山（あきやま） 久子（ひさこ）さん　　清水（しみず） 六子（むつこ）さん
　中村（なかむら） キヨさん　　和田（おだ） 小（こ）ユキさん
西野学区���������
　清水（しみず） （ゆき）さん　　田中（たなか） 藤七（とうひち）さん
　松井（まつい） 要子（ようこ）さん

※お生まれになった年は大正4年4月1日～大正5年3月31日です。この
他に5名おられますが、公表を望まれておりません。

（五十音順／8月15日現在）
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今年度、100歳を迎えられる皆様に心からのお祝いを申
し上げます。今後とも、皆さまに、心身ともに健康に暮ら
していただけるよう、山科のまちづくりに全力を尽くし
てまいります。

●問い合わせ先／区支援課支援第二担当（電話592-3222）

〇平成27年国勢調査
パソコン・スマートフォンからもご回答いただけます。

　10月1日を期日に、国勢調査が実施されます。
今回の調査から、一部の方を除き、パソコン・スマートフォン等を使用
したインターネットでの回答が可能になりました。
　調査へのご協力をお願いします。

インターネットでの回答
【回答期限】９月20日（日）まで
９月上旬に、調査員が配布する「インターネット
回答の利用案内」に沿ってご回答ください。

紙の調査票での回答
【回答期間】10月１日（木）～７日（水）
調査員が９月下旬にインターネットでの回答が
なかった世帯に配布する調査票に記入し、ご提
出ください。

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

京都市長

　国勢調査コールセンター���電話0570-07-2015
　IP電話の場合�03-4330-2015

受付時間／午前8時～午後9時（土・日・祝日も可）
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鏡山循環系統バス�～ますます便利に～
〇地下鉄御陵駅近くにバス停を新設
　今年3月から本格運行となった鏡山循環系統バスについて、ご利用
の皆さんからの要望を受け、地下鉄御陵駅4号出入口の近くにバス停
「御陵駅」が新設されました。それに伴い、バス停「御陵」が、「御陵東」
に名称変更されています。
　バス停新設、名称変更、ダイヤ改定は、いずれも9月5日から運用され
ています。
　今後も“地域の足”として、鏡山循環系統バスを利用しましょう！
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

【時刻表】

【運行経路図】

バス停

便

石塚町 御陵駅
（新設）

御陵東
（名称変更）

陵ケ岡天
智天皇陵

京都薬科
大学 五条別 外環三条 山科駅

午前便 10:32 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:41 10:44
午後便 15:32 15:36 15:37 15:38 15:39 15:40 15:41 15:44

バス停

便

山科駅 外環三条 地蔵寺 今屋敷 西今屋敷 岸ノ下町 中道町 北花山

午前便 10:22 10:23 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:31
午後便 15:22 15:23 15:25 15:26 15:27 15:28 15:29 15:31

※「御陵駅」バス停の時刻が追加されるだけで他のバス停の時刻に変更はありません。

石塚町

御陵

運行経路
右回り

陵ヶ岡天智天皇陵

五条別

今屋敷

山科
消防署

地蔵寺

京都薬科大学 外環三条北花山

山科駅
三条通

渋谷街道

中道町 岸ノ下町

西今屋敷

御陵東（名称変更）
御陵駅（新設）

大
石
通

外
環
状
線
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〇集まれ!
　みんなで「やましなっこひろば」
　今回で3年目を迎える「やましなっこひろば」を、
山科中央公園にて開催します。
　工作・お絵かき・体操・読み聞かせなど楽しい
遊びがいっぱい♪赤ちゃんから幼児さんそしてお
母さんまでみんなで楽しみましょう！
●日時／10月22日（木）
午前10時～午後0時
（雨天中止時は、21日（水）9時に山科子ども支援セ
ンター HPに掲載します）
●場所／山科中央公園（駐車場はありません。公共交通機関をご利用く
ださい）
●費用／無料
※申し込み不要。出入り自由。
●問い合わせ先／区支援課支援第一担当（電話592-3247）

〇第8回やましな駅前陶灯路
　灯りのイベント「やましな駅前『陶灯路』」が今年
も開催されます。
　約2千個の清水焼の陶器や切子グラスの中で、ほ
のかに揺れる蝋燭の灯りとオカリナや二胡などの
心地よい生演奏が皆さんをお迎えします。
　今年のテーマは、山科の伝統あるお祭りや産業
を未来に「継ぐ」です。
 ご家族やお友達と一緒にお楽しみください。
●日時／10月10日（土）　午後5時30分～8時
●場所／ラクト山科公園、ホテルブライトンシ
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ティ京都山科周辺他
※雨天はホテル前のみ実施
●問い合わせ先／やましな駅前陶灯路実行委員会（電話501-2702）

〇歯のひろば
●日時／10月31日（土）　午後2時30分～4時30分
●場所／アスニー山科2階
●内容／
・歯の相談、歯みがき指導、フッ化物洗口
・試してみよう!（お口の細菌チェック、咬合力、噛むカムチェック）
NEW  講話『体の健康はお口から』
・おたのしみ①
キッズ向け人形劇
・おたのしみ②
シニア向け健口体操
●主催／京都市山科歯科医師会
●共催／京都府歯科医師会・山科保健センター
●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）

〇食育セミナー「使い切りクッキング」
　“もったいない”家庭からの食品ロスを減らす方法をキッチンから考
えましょう！
●日時／10月16日（金）午前10時～午後0時30分
●場所／区役所2階栄養室
●内容／管理栄養士の講話、調理実習
●対象／区内在住の18歳以上の方
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●定員／20名（先着順）
●費用／500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル 
●申し込み方法／9月28日（月）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）

〇“山科の魅力探訪”　参加募集！！
　～あなたも山科の魅力の語り部になりませんか～

　「京都山科東西南北」で紹介された山科の歴史的・文化的な史跡をは
じめとする山科の魅力を3つのコースに分かれて探訪します。
　講師の解説や参加者同士の交流から山科の魅力をより深く知り愛着
を深めていただくとともに、得られた知識を語り部として伝えていた
だくことで、山科の魅力が広がっていくことを目的として実施します。
●日時／10月12日（月・祝）午後1時～4時頃※雨天等で中止の場合
は、12月5日（土）に延期
●定員／各コース先着20名　　●費用／200円（保険料・資料代）
●探訪コース（都合により、一部コースの変更の場合あり）

❶妙見道コース
　地下鉄東野駅改札口前（集合）→三ノ宮→車石灯籠
→熊谷蓮心表徳碑→称名寺鍬痕観音→仏光寺舊址→
實如・證如墓所→妙見宮碑→旧東海道線引込線下通
路跡→妙見寺（解散）

❷山科本願寺と蓮如コース
　地下鉄東野駅1号出入口（集合）→西本願寺山科別院→殉国碑→西御
坊前道標→青少年活動センター前道標→真宗大谷派山科別院長福寺→

三ノ宮
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蓮如上人銅像跡→蓮如上人御廟所→山科中央公園の
本願寺遺跡（土塁等）→山科本願寺発掘現場跡地→本
願寺跡遺跡（西野地域土塁等）→西宗寺→西野道道標
→六兵ヱ池公園（解散）

❸大名岩（大塚・小山石切場跡）コース
小山バス停（集合）→小山石切り場跡→大塚高岩（一
に○、一に○二、平四つ目結）→天神社（解散）
※コース③は急な山道のため体力に自信のない方に
はお勧めできません。
各コースの見どころは区役所ホームページのトップ
ページからご覧いただけます！
●申し込み方法／9月17日（木）～10月5日（月）までに申し込み先に来所
●申し込み・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

〇ふれあい“やましな”2015区民まつり
ステージ出演団体募集

　子どもからお年寄りまで山科区民が相互に交流し、地域の振興と活
性化のために開催されるふれあい“やましな”2015区民まつり。そのス
テージに出演される団体を募集します。皆さんの
活動の成果を発表し、区民まつりを盛り上げませ
んか。ご応募をお待ちしています。
●出演日時／11月23日（月・祝）午前10時50分～午後3時（1団体約15分）
●場所／山科中央公園（西野阿芸沢町）
●申し込み資格／区民または区内に通勤・通学されている方
●募集団体数／7団体（申し込み多数の場合は、実行委員会により選考）
●申し込み方法／申し込み先で申し込み書に記入
●申し込み期間／9月15日（火）～9月30日（水）※土日祝除く

東御坊

大名岩
（大塚高岩）
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●申し込み・問い合わせ先／ふれあい“やましな”実行委員会事務局
（区まちづくり推進担当�電話592-3088）

〇平成27年�秋の全国交通安全運動
～京の秋　早めのライトと反射材～

運動期間　9月21日（月・祝）～9月30日（水）
　（交通事故死ゼロを目指す日:9月30日（水））
運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
運動重点等
　● 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（特に、反

射材用品等の着用の推進および自転車前照灯の点灯の徹底）
　● 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

〇情報掲示板

福　祉

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給
　平成27年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいな
い場合、戦没者等の遺族1人に、額面25万円（5年償還）の国債を支給し
ます。
※戦没者等との続柄等により優先順位有。
※8月15日号山科区版で、上記下線部の記載内容に誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。
問い合わせ先　区福祉介護課福祉担当（電話592-3214）
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国民健康保険（国保）加入の届出は14日以内に
　職場の健康保険などの被保険者の方とその被扶養者、生活保護を受
けている方および後期高齢者医療の被保険者以外は、国保に加入する
必要があります。
　次の事由に該当した場合、14日以内に加入の届出をしてください。
届出に必要な書類は事由によって異なりますのでお問い合わせ先い合
わせください。
①�他の市町村から転入した時
②�退職などで職場の健康保険や国保組合をやめた時
③�生活保護を受けなくなった時
④�国保の加入者に子どもが生まれた時
　届出が遅れても、保険料は上記①～④に該当した月までさかのぼっ
て（最長2年）納付する必要があり、その間の医療費は原則として全額
自己負担となります。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

10月から保険料の特別徴収が開始される方へ
　世帯の国保被保険者全員が65歳以上であるなど、一定の条件に当て
はまる場合、10月から特別徴収（年金からの引き落とし）により納付し
ていただくことになります。対象となる方には、7月に特別徴収の開始
通知をお送りしています。口座振替により今後の保険料を確実に納付
いただける方は、問い合わせ先への申し出により口座振替による納付
に変更することができます。
　ご希望の方は、口座振替の申し込みと併せて、納付方法の変更をお申
し出ください。3～4カ月後に特別徴収が停止されます。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

保険・年金
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お知らせ

献血
日時　9月24日（木）10:00～11:30、12:30～16:00
場所　グルメシティヒカリ屋駐車場。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

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）

無料行政相談
日時　10月8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　10月20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

山科図書館（電話581-0503）
Head�Shouldersで遊ぼう
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日時　9月19日（土）11:00～

おたのしみ会
絵本の読み聞かせ　大型絵本「となりのたぬき」
日時　9月26日（土）11:00～

よんでよんで赤ちゃんの会　整体体操
日時　10月5日（月）11:00～

テーマ図書の展示と貸出
10月は、一般書「手作り」・「DIY」、絵本「おんがく」

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
9月28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

9月30日（水）
10:00～10:40　　場所　大塚小
11:00～11:40　　場所　大宅小

いずみ幼稚園（電話581-8514）
地域子育て支援事業
園庭開放
　お昼ごはんを持って遊びに来てください。
日時　毎週水曜日。10:00～15:30。
費用　無料。
申し込み方法　不要。



16

運動参観日
　未就園児が参加可能な競技あり。
日時　10月10日（土）9:20～14:30。
申し込み方法　不要。

山科青少年活動センター（電話593-4911）
ぐるっとふれ愛まちフェスタ　ボランティア募集！
　地域が一体となるお祭りの運営ボランティアスタッフを募集。企
画運営から携わることのできる方、当日の運営（飲食ブース等）のみの
方、どちらも歓迎。
日時　11月1日（日）。
場所　当センターおよび周辺地域。
対象　市内在住または通学・通勤している13～30歳の方。
費用　無料（ボランティア保険加入有）。
申し込み方法　10月30日（金）までに、当センターに連絡。

京都薬科大学（電話595-4600）
公開講座
　「健康・病気と哲学」「医療」をテーマに京都薬科大学の坂本尚志准教
授、大矢進教授による講演、薬用植物園補助園の見学（生薬等の解説付
き）を実施。
日時　10月24日（土）13:00～16:30。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

第11回��たちばな健康相談
あなたの健康、確認しませんか?
●日時／10月25日（日）午前10時～午後3時
●場所／京都橘大学　清優館3階　第1実習室
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●費用／無料
●内容／
・骨密度測定、脳年齢測定、血管年齢測定
・身体計測（身長・体重・腹囲・体脂肪率）、血圧測定
・ 塩分チェック<普段の食事（汁物）の塩分濃度を測定

します。味噌汁や煮物の汁などをお持ちください>
・ストレスチェック
・肩こり解消体操
・健康相談など
●問い合わせ先／京都橘大学　学術振興課（電話574-4186）

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／134,454人
　男性／63,764人
　女性／70,690人

世帯数／59,692世帯
平成27年8月1日現在
（山科区推計人口）

証明書発行がより便利に
〇戸籍のコンピュータ化を行います
　山科区では、これまで戸籍を紙で管理していましたが、今年度中に、
全ての戸籍をコンピュータ化します。
　これにより、証明書発行の時間が短縮されるとともに発行場所が増
え、より便利にご利用いただけます。

 京都いつでもコール 検索
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教えて戸籍のコンピュータ化
　戸籍がコンピュータ化されると�

海外旅行のためにパスポートを取得したいA子さん
Q�私は山科区が本籍ですが、現在戸籍（最新の戸籍）を取

るように言われました。どこに行けばよいですか?
A 現在は、山科区役所のみでの発行となっておりますが、9月24日から

は、7区（北・左京・山科・南・右京・西京・伏見）内の各区役所・
支所・出張所および、市内10カ所の証明書発行コーナーのどこ
からでもお取りいただけます。

相続手続きのため、先日亡くなった妻の戸籍が欲しいB男さん
Q�「平成改製原戸籍」を取るように言われました。それって何

ですか?
A コンピュータ化される前の戸籍のことです。婚姻や死亡などで既に

戸籍から除かれている方は、コンピュータ化後の戸籍には記載
されません。戸籍から除かれた方の記載が必要な場合は「平成
改製原戸籍」（1通750円）を別途ご請求ください。

●問い合わせ先／区市民窓口課（電話592-3093）
　　　　　　　���市地域自治推進室（電話222-3085）

山科区　戸籍のコンピュータ化詳しくは

戸籍の種類 コンピュータ化スケジュール
現在戸籍

平成 27年 9月 24日
戸籍の附票
除籍

平成 28年 3月 14日
（昭和・平成）改製原戸籍
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〇第27回�市民スポーツフェスティバル
　第62回�京都市ソフトボール大会
　第25回�京都市壮年ソフトボール大会

　7月26日、厳しい暑さの中、岩倉東公園グラウンドにて、市ソフト
ボール大会が開催されました。
【一般の部】12年ぶり8回目出場の大
宅体振チームは、大いに健闘したもの
の、強豪の北梅津（右京区）体振チーム
に敗れました。
【壮年の部】4年ぶり6回目の出場の山
階南体振チームは、1回戦で昨年度優勝
の西京極（右京区）体振チームと互角の勝負を展開し、引き分けに持ち
込んだものの、抽選により2回戦への出場権を得ることはできません
でした。
　底力ある山科体振チームの来年の活躍が期待されます。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

山科まちづくりサポート講座
等身大で発信名人！
〇わたしたちの「広報戦略」
　まちづくり活動において、広報活動は欠かせないものであることは
言うまでもありませんが、「どこまでやったらいいのか分からない」、
「がんばっても効果が感じられない」など、お悩みの方も多いはず。
　いま一度、「広報」について、最近の傾向や、自分自身でやれること、
またどうしたら効果が上がるかなど、一緒に考えてみませんか。
●日時／9月30日（水）午後7時～9時
●会場／区役所2階大会議室
●講師／加藤　和子氏（ICTアドバイザー・プランナー）
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●定員／20名　●参加費／無料
●持ち物／これまでに作ったチラシ、広報物など
内容／
①事例検証
～上手な団体はここが違う、自分がやるなら？～
②こんなときどうする
～トラブル対応、気をつけたいこと～
③グループワーク
～コピーライティングに挑戦～
●申し込み方法／①氏名、②住所、③電話番号、④メールアドレスを添
えて、申し込み先へ
●申し込み・問い合わせ先／
区総務・防災担当（電話592-3066�FAX�502-1639）

ご協力ありがとうございました
8月30日
〇京都市総合防災訓練を実施
　今回は、市内で初めて土砂災害へ
の対応訓練を実施した他、大津市
との協働での避難所運営訓練を行
いました。勧修寺公園グラウンドで
は、山科川の氾濫を想定し、区民の方
が土のうを作成するなど実践的な
訓練が実施された他、区内各所で様々な訓練が行われました。
　今後も皆様と共に区防災行政を進めてまいりますので、ご協力をお
願いいたします。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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〇「明日の山科を考える」
山科区自治連合会連絡協議会総会を開催

　8月7日、平成27年度山科区自治連合会連
絡協議会総会「明日の山科を考える」が開催
されました。
　町内会離れや役員のなり手不足に悩む
区内13学区の自治連合会の皆さんが、行
政機関と話し合い、魅力ある町内会づく
りや地域の安心・安全などについて熱心
な討論がくり広げられました。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

〇第84回おむすびミーティングを実施
　7月15日、安朱小学校で、「山科駅
前セーフティネット」のメンバーと
門川京都市長がおむすびミーティ
ングを行いました。同セーフティ
ネットは、山科駅周辺の路上駐輪の
一掃や、安朱学区の安心安全マップ
の作成、「子ども110番のいえ」交流ラリーの開催など、地域のきずな
を深めるとともに、地域住民と山科駅周辺の利用者の安心安全の確保
に取り組んでおられます。
　当日は、メンバーの皆さんから日々の活動報告が行われ、今後の展望
などについて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）
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〇周辺住民の迷惑になるような
　野良猫への餌やりはやめましょう
　「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」により、周囲
の生活環境に悪影響を与えるような所有者のない動物への餌やりは禁
止されました。
　野良猫に餌を与えるときは、次のマナーを守りましょう。
1�事前に、周辺住民に対し連絡先を伝え、餌やり方法等を説明するか、
問い合わせ先に届けを出し、配布されたプレートを掲示する。ま
た、掃除の要望に誠実に対応するなど、周辺にお住まいの方への配
慮を行う。

2�周辺の方がグループで行い、餌をやる場所はご自宅等承諾のある場
所とする。餌は、必ず後片付けし深夜早朝の餌やりはしない。

3�周囲の清掃等を徹底し、糞尿で周囲を汚さない。
4�餌を与える野良猫は、早急に飼主を見つけるか、避妊、去勢を行う。ま
た、猫は餌を与える方一人当たり5匹以下を目安とし、増やさない。

　　　　詳しくは��

●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3489）

京都市　野良猫　マナー
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〇がん征圧月間
　9月は、がん征圧月間です。京都市では、以下の表のとおり、がん検診
を実施しています。定期的に検診を受けましょう。検査日、検査場所は
お問い合わせください。

●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）

部位
対象者 検査周期 検査内容 料金

（免除制度あり）

胃
40 歳以上

1年に 1回

・問診
・バリウムによる胃部Ｘ
線撮影

1,000 円

大　腸
40 歳以上

・問診
・便潜血検査（検便） 300円

肺
40 歳以上

・問診・胸部Ｘ線撮影
・喀痰検査（必要な方のみ）

無料
（喀痰検査は
1,000円）

乳　房
30 歳以上
の女性

2年に 1回
（年内は偶
数年齢の方
が対象）

・視触診
・エコー検査（30 歳代）
またはマンモグラフィ
検査（40歳以上）

1,300 円

子　宮
20 歳以上
の女性

・問診
・子宮頸部（入口部分）
の細胞診

1,000 円

前立腺
50 歳以上
の男性

・血液検査（PSA検査） 1,500 円
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第35回　みんなで「第2期山科区基本計画」に取り組もう！
連載　〇区民活動きずなリレー
　歴史遺産から思いをはせる
　～車石（くるまいし）・車道（くるまみち）研究会～

　みなさんは車石をご存知ですか？江戸時代に、京都を通る三街道（東
海道・竹田街道・島羽街道）の車道に牛車（うしぐるま）が通りやすく
なるよう敷かれた石のことで、車輪が通った溝が特徴的です。
　この車石について長年研究し、成果を発信しているのが車石・車道
研究会。事務局長の久保さんにお話を伺いました。「埼玉県の中学校校
長が車石についてHPを作成されたのがきっかけで交流が始まり、研究
会を立ち上げました。」その後、毎年シンポジウムとフィールドワーク
を開催し、3年前には大津市歴史博物館と共催で企画展を行ったそう
です。参加者を中心に会員の輪が広がり、現在では60～70人とのこと。
　「江戸時代、大津の港から京都までの牛車による米輸送は京都の経済
を支える重要な役割を担っていましたが、土道の街道は雨が降ると車
輪が埋まって思うように通行できませんでした。そこで、東海道では、
約200年前に街道と平行に設けられた車道に牛車の車輪の幅に合わせ
て石を敷くという土木工事が行われたのです。その敷石が車輪ですり
減って溝ができて『車石』となりました。」と久保さん。車石は当時の物
流や交通、そして生活についても今に伝える貴重な文化財であり、車石
を調べることは当時の生活についても調べることになり、興味が尽き
ないとのことです。牛車の車輪の幅は？石の産地は？工事の経費は誰
が出したのか？研究により、これらの謎は次第に明らかになってきたそ
うです。車石の溝についても、以前は人工的に彫られたとされてきまし
たが、牛車の通行で自然に形成されたらしいことが分かってきました。
　車石は明治以降の道路工事で撤去されて、街道近くの民家の石垣や
側溝などに使われているのが今でも確認できます。また、山科の小学校
全13校には車石が展示され、児童が学べるようになっています。
　久保さんは語ります。「車石は今のところ日本では京都を通る三街
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道だけでしか確認できない貴重なもの
です。世界に目を向けると、ポンペイの
遺跡に似ているものがあります。」世界
有数の遺跡と比べるスケールの大きさ
に驚かされます。
　確認できる車石はすべて調査された
そうですが、個人宅に眠る車石は調査手
段がないとのこと。もしご存知の方がい
らっしゃれば、調査に協力してほしいと
のことですので、問い合わせ先にご連絡
ください。（京都市まちづくりアドバイ
ザー　佐藤友一）
●問い合わせ先／
車石・車道研究会（久保）（電話611-7678）
区総務・防災担当（電話592-3066）

復元された車道。2列の
車石の間を牛が歩きま
す。（閑栖寺、大津市横木）


