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�〇祝・40周年！山科で夏を楽しもう！
いよいよ夏本番。一度しかない40周年の山科の夏を楽しみませんか。

大昔の山科ってどんなとこだったんだろう？
↓
８/８（月）
やましな古代体験教室
P4に詳細

クラッシック音楽を体験してみたい！
↓
８/11（木・祝）
やましなサマーコンサート
P4に詳細

楽しく涼しい時間を過ごしたい！
↓
７/27（水）
山科こころのふれあい夏まつり
P6に詳細

山科の名産「清水焼」でお茶を楽しみたい！
↓
9/7（水）または10/31（月）
50歳からの清水焼製作と茶室で味わう抹茶体験
P7に詳細
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山科区制40周年記念事業　夏休みこども企画

�〇やましな古代体験教室
～土器やまが玉づくりで古代にタイムスリップ！～
８/８（月）
　【第１回】午前10時～正午頃　【第２回】午後２時～４時
※第１回または第２回のいずれか１コマ
●内容／
　・大昔の山科、発掘調査のお話
　・ミニ縄文土器・まが玉づくり
　・縄文風衣装の試着
●会場／区役所２階大会議室
●対象／区内在住または通学されている小学校４～６年生
　　　　※保護者同伴可（子ども１人につき１名のみ）
●定員／各回30名
●費用／無料

�〇やましなサマーコンサート
～アニメ・ゲーム音楽を本格的なクラシックで♪～
８/11日（木･祝）
　【第１部】午前10時～10時45分　【第２部】午前11時～正午頃
※第１部と第２部のいずれかのみ、または両方の参加も可
●出演・講師／京都市立芸術大学音楽学部在学生　ほか

▲ミニ縄文土器づくり
（後日、区役所でお渡しします）

▲やすりを使ってまが玉づくり
（当日お持ち帰りいただけます）
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●内容／
　【第１部】音楽体験ワークショップ
　　・楽器紹介 
　　・楽器演奏体験～楽器に触れてみよう♪～　ほか
　【第２部】クラシックコンサート
　　・「序曲」（ゲーム：ドラゴンクエストより）
　　・「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」
　　　（映画：アナと雪の女王より）　ほか
●会場／東部文化会館
●対象／区内在住または通学されている小・中学生
　　　　※保護者同伴可（子ども１人につき１名のみ）
●定員／【第１部】30名　【第２部】500名
●費用／無料

●�申し込み方法／７月27日（水）までに、必要事項（イベント名、参加者
氏名、連絡先等）を添えて「京都いつでもコール」へ

※ 多数の場合は抽選。７月28日（木）以降当否にかかわらずハガキで結
果を通知します。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

▲音楽体験ワークショップ
あこがれの楽器、どんな音がする
のかな？

▲クラシックコンサート
ホールでアニメ・ゲームの音楽を
聞いてみよう!
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市政情報総合案内コールセンター
�〇京都いつでもコール

午前８時～午後９時（年中無休）電話（075）661-3755（みなここ）、
FAX（075）661-5855（ごようはここ）
おかけ間違いにご注意ください
ホームページ（Eメールからも申し込み可）

山科区制40周年記念事業

�〇第17回　山科こころのふれあい夏まつり
　暑い夏のひと時。一緒に涼しい時間を過ごしませんか。
　「こころの病」を抱えながら地域で暮らす仲間たちと「山科こころの
健康を考える会」がお贈りする大人も子どもも楽しめるイベントです。

日時　７月27日（水）午後２時～４時（午後１時30分受付開始）
会場　京都市生涯学習総合センター山科（アスニー山科）
　　　ラクト山科C棟２階

メインイベント　こわーい　おばけやしき
他にも…楽しいイベントいっぱい！
・京炎そでふれ！
・ミニゲームコーナー　輪投げ、ヨーヨー釣り
・缶バッジ作り
・スタンプラリー抽選会　会場でスタンプを集めて参加してね
・ステージ発表　プログラムはお楽しみ！
・就労支援の事業所制作オリジナル製品販売
・もてなすくんがやってくる　一緒に写真を撮ろう！
●問い合わせ先／
　区保健センター母子・精神保健・医療担当（電話592-3479）

 京都いつでもコール 検索

入場無料
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“心”の健康寿命延伸体験事業
�〇「ふれる・感じる・いかす　～50歳からの
　清水焼製作と茶室で味わう抹茶体験～」

①清水焼　手ひねり抹茶茶わん製作体験教室
●日時／９月７日（水）午前９時30分～11時30分
●会場／清水焼の郷会館
●内容／手ひねりによる清水焼のオリジナル抹茶茶わん作り

②茶室で味わう抹茶体験
●日時／10月31日（月） （午前の部）午前10時～正午

（午後の部）午後１時30分～３時30分
●会場／香東園やましな（送迎可）
●内容／お茶席体験（※）、お口の機能チェックとちょっと耳よりな話
※ ①で製作した茶わんを使用します。茶わんは②の後お持ち帰り

いただけます。

●対象／区内在住で一人暮らしの方（50歳以上）で①②の両日参加な方
●定員／40名
●持ち物／①手ふきタオル　②陶器お持ち帰り用の袋
●費用／2,000円（材料費等）
●�申し込み方法／官製はがきに、（１）氏名、（２）住所、（３）日中連絡可

能な電話番号、（４）②の希望時間（午前・午後）を添
えて申し込み先にご郵送ください（８月５日（金）必
着）。

※ 多数の場合は抽選。当選者には、８月15日（月）まで
に費用振込用紙を送付しますので、８月31日（水）ま
でに費用の振込をお願いします。 40周年記念事業応援大使

きよまろ
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●申し込み・問い合わせ先／
　区支援課（〒607-8511住所記入不要　電話592-3222）

地下鉄椥辻駅に無料で展示可!!
�〇「アートロードなぎつじ」展示作品募集

　地下鉄東西線椥辻駅に、区民の皆様の芸術作品を展示いただくアー
トスペース「アートロードなぎつじ」を設置しています。
　あなたの力作を展示してみませんか。奮ってご応募ください。
●展示スペース／
　①掲示板タイプ５基
　②ショーケースタイプ２基
●展示期間／
　①８月18日（木）～９月14日（水）
　②９月15日（木）～10月12日（水）
　③11月10日（木）～12月７日（水）
※以後の日程はお問い合わせください
●費用／無料
●申し込み期間／原則、展示開始日の３カ月前の日から２週間前まで
※ 先着順。ただし、申し込み開始日に複数の申し込みがあった場合は抽

選。既に申し込み終了の場合あり
●�申し込み方法／区役所、東部文化会館で配架中の所定用紙に必要事

項を記入のうえ、申し込み先に提出（持参または郵送）
●申し込み先／東部文化会館（〒607-8169　椥辻西浦町１-８）
●問い合わせ先／
　区総務・防災担当（電話592-3066）

掲示板タイプ

展示イメージ ご応募お待ち
しています！
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�〇やましなGOGOカフェ参加者募集
第２回　８月27日（土）午前10時～午後０時30分
第３回　12月４日（日）午前10時～午後０時30分
　山科のために何かしたい、身近な地域の気がかりなことをなんとかし
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！一緒にお話ししませんか。
●会場／区役所２階大会議室
●参加費／300円（お菓子・お飲み物代）
●�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。
●申し込み・問い合わせ先／
　区総務・防災担当（FAX502-1639　電話592-3066）
HP・facebookでも情報発信中！

カフェの様子

�〇青年期健康診査
～年に一度はワンコイン（￥500）で健康チェック！～
●対象／ 18歳～39歳の方で、検査日・結果説明日の両日ともに受診できる

方（会社や学校等で同じような健診を受診できる方は除く）

やましなGOGOカフェ

2�GOGOカフェ談義！1�参加者が自ら話したいテーマ
を挙げて…



10

●内容／
　検査日　問診、身体・血圧測定、尿検査、血液検査、診察
　結果説明日　健診結果説明、栄養指導
●日時／毎月第２・４金曜日
●受付時間／午前９時～10時30分
●費用／500円
●予約・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）

世界一安心安全・おもてなしのまち京都市民ぐるみ推進運動
山科区版運動プログラム
�〇防犯カメラの設置促進事業

　犯罪の抑止を目的に、街頭防犯カメラの設置を促進し地域の安心・
安全の一層の推進に取り組みます。
　防犯カメラを地域団体等で設置いただける場合、設置費用の最大
90％を補助します。
　設置にあたっては、審査がありますので、必ず事前相談をお受けくだ
さい。
※ カメラの機種指定不可。既に設置済みのカメラは対象外。設置後の

維持管理経費は申請者でご負担いただきます。
〈受付期間〉８月１日（月）～10月31日（月）
●相談・問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

京都市ふるさと納税寄付金
�〇皆様の思いを、ぜひ山科区へ

　山科区では、寄付金を、山科区制40周年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。
〈山科区制40周年記念事業実施予定事業〉
　・花いっぱいプロジェクト
　・光のアートプロジェクト in 山科
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　・YAMASHINA　グルメ　フェスタ　ほか
●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

�〇情報掲示板

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12日（火）～15日（金）9:00～11:30・13:00～15:00。
場所　区大会議室。
②資金貸付
日時　７月27日（水）。
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
　・２年以内に原則均等月賦で返済

総人口／ 134,964人
　男性／ 63,969人
　女性／ 70,995人
世帯数／60,787世帯
平成28年６月1日現在

（山科区推計人口）
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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256-4652）

■福祉医療費受給者証（子ども医療を除く）の更新
　前年の所得等をもとに、８月以降の受給資格を判定し、７月末に、受
給資格のある方に対し『新しい受給者証』を、資格喪失の方に対し『資格
喪失通知書』を送付します。
　なお、資格喪失となった方でも、以下のとおり、申請により対象となる
場合があります。
今回資格喪失となった方

　判定時以降に、所得の修正や世帯構成に変更があった場合、新たに対
象となることがあります。お問い合わせのうえ、ご申請ください。
これまでに所得超過等により資格喪失となった方

　前年の所得により判定を行うため、新たに対象になることがあります。
お問い合わせのうえ、８月中（重度障害老人健康管理費は７月中）に申
請してください。
問い合わせ先　�ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療・老人医

療／区福祉介護課福祉担当（電話592-3218）　重度障
害老人健康管理費／区保険年金課（電話592-3109）
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■平成28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）に、平成28年度介護保険料
確定額通知書を送付します。
　通知書に納付書が付いている場合、納期限までに、お近くの金融機関
または郵便局でお納めください（年金から引き落としや、口座振替で納
付の方の通知書には納付書は付いていません）。
　納付書での納付の方は、便利な口座振替がご利用できます。ご希望
の方は、預貯金口座をお持ちの金融機関にお申し込みください。
問い合わせ先　区福祉介護課介護保険担当（電話592-3290）

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
新しい高齢受給者証をお送りします
　70～74歳の方（昭和16年８月２日～昭和21年７月１日生まれ）がお持
ちの高齢受給者証は、７月31日（日）で有効期限が切れます。新しい受給
者証を７月中に送付しますので内容をお確かめになり８月１日（月）か
らご使用ください。
※ 期限切れの受給者証は、細かく切って捨てるか、問い合わせ先にご返

却ください。
高齢受給者証の負担割合が３割の方へ
　負担割合が３割の方で、平成27年中の世帯収入額が次の条件１～２
のいずれかに当てはまる場合、申請し認定されると翌月から負担割合
が１割（生年月日が昭和19年４月２日以降の方は２割）になります。
条件

　１　 70～74歳の国保加入者が世帯で１人（本人のみ）で収入が383万
円未満である。（２人以上の場合は収入の合計額が520万円未満）

　２　 70～74歳の国保加入者と、国保から後期高齢者医療に移った方
の収入の合計が520万円未満である。
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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
後期高齢者医療保険料のお知らせをお送りします
　７月中旬に後期高齢者医療保険料のお知らせをお送りします。お知
らせの主な内容は以下のとおりです。
４月から特別徴収（年金からの引落とし）されている方へ

　平成28年度の正式な保険料額と、平成28年10月・12月・平成29年２
月に徴収する保険料額をお知らせします。
上記以外の方（７月以降に保険料を納付いただく方）へ

　平成28年度の保険料額と、７月以降の保険料の納付方法をお知らせ
します。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお送りします
　７月31日（日）が有効期限の認定証を持ち、平成28年度の住民税非課
税世帯の方を対象に、新しい認定証を７月中にお送りします。
　７月中に届かない場合は、問い合わせ先におたずねください。
※長期入院者・世帯に所得不明者がいる方にはお送りできません。
　問い合わせ先での交付申請が必要です。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）

■国民年金からのお知らせ
　国民年金の障害基礎年金を受給されている方は、送付済みの所得状
況届等を７月31日（日）までに問い合わせ先にご提出ください。上記書
類の提出がないと、年金の支払いが停止される場合があります。ご注意
ください。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
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お知らせ

■献血
日時　８月９日（火）10:00～11:30・12:30～16:00。
場所　花山中学校。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

■忘れていませんか？お口の健康
―成人・妊婦歯科相談―
　口腔疾患（むし歯、歯肉炎等）予防・早期発見のための相談を受付。
日時　７月22日（金）9:00～10:30。
対象　18歳以上の方、妊産婦の方。
場所　区保健センター。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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）

相　談

■弁護士による京都市民法律相談
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　８月18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　８月16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692-2500）

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）
■みんなで遊ぼう！親子でコンサート
　歌、ダンス、紙芝居など、幼児を対象とした親子で楽しめるコンサート。
出演　 うたのお兄さん（福山俊郎）、うたのお姉さん（小原かずよ）、

キョートン。
日時　 ９月25日（日）11:00～12:00（開場10:30）。
場所　当会館創造活動室。
費用　前売500円、当日600円。
定員　100名（桟敷席、先着順）。
申し込み方法　
必須。８月１日（月）から当会館窓口で
チケットを販売。

左：うたのお兄さん（福山俊郎）
中：キョートン
右：うたのお姉さん（小原かずよ）



17

いずみ幼稚園（電話581-8514）
■地域子育て支援事業
①園庭開放
　お昼ごはんを持って遊びに来てください。
日時　 ７月25日（月）～８月10日（水）（期間中の土日および８月１・２・

４・５を除く）10:00～15:00。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
②スイカ割り
日時　８月２日（火）10:30～11:30。
対象　未就園児親子。
必要なもの　水筒。
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！
　英語の歌や読み聞かせ他
日時　７月23日（土）14:30～。

■赤ちゃんの会　―トコトコくらぶ―
　２、３歳児前後を対象とした赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　７月25日（月）11:00～。

■赤ちゃんの会　―だっこくらぶ―
　１歳児前後を対象とした赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　８月１日（月）11:00～。
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■テーマ図書の展示と貸出
　８月は、一般書「平和」・「アウトドア」、絵本「うみ」・「なつ」。
移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
７月25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。
７月27日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小。
11:00～11:40　場所　大宅小。

山科区制40周年記念
山科区体育振興会連合会創立40周年記念大会
�〇区民壮年　ソフトボール大会

　５月22日に第40回山科区民壮年ソフトボール大会が勧修寺公園グラ
ウンドで開催され、13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。
　優勝した山階南体育振興会チームは７月24日（日）（雨天時７月31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。
優　勝　山階南体育振興会チーム
準優勝　音　羽　　〃　　 　
三　位　小　野　　〃　　 　
三　位　音羽川　　〃　　 　
●問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

優勝した山階南体振チーム

山階南体振
チームが
大会２連覇
を達成！
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�〇京都市市民憲章推進者表彰
個人16名、２団体を市長表彰
【推進テーマ】
　文化の都・京都から、日本の心を世界に伝えよう
　市では、市民憲章を率先して実行し、かつ、毎年の推進テーマと実践
目標に基づいて推進活動を行い、特に市民の規範と認められる方々を
表彰しています。
　６月15日、平成28年度京都市市民憲章推進者表彰式典が行われ、山
科区からは個人16名、２団体の皆様が門川市長から表彰を受けられま
した。
【山科区被表彰者名（学区名）】（活動別・順不同）
〈個人〉
　●福祉活動
　　長谷川　千代美さん（勧修）
　　小川　　孝子さん　（鏡山）
　　岩佐　　敏子さん　（山階南）
　　山田　　正雄さん　（西野）
　●美化活動
　　舟槻　　昭子さん　（小野）
　●スポーツ活動
　　柴田　　勝子さん　（勧修）
　　大久保　和夫さん　（音羽）
　●安心・安全なまちづくり活動
　　當野　　晃司さん　（音羽）
　　宮本　　法雄さん　（陵ヶ岡）
　　針口　　惠治さん　（大宅）
　　藤田　　晃一さん　（大宅）
　　柿本　　政昭さん　（大塚）
　　相井　　満一さん　（大塚）
　　𠮷井　　栄作さん　（西野）
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　●観光関係
　　神井　　壽治さん　（山階）
　●伝統芸能
　　小山　　好弘さん　（百々）
〈団体〉
　●美化活動
　　さんかい南部会　　　（山階）
　　陵ヶ岡しらゆりクラブ（陵ヶ岡）
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

�〇山科区２万人まち美化作戦
約18トンのゴミを収集
　６月５日（一部団体は12日）、14回目を迎える「山科区２万
人まち美化作戦」が、各学区自治連合会、各種団体、区内企
業の参加のもと開催されました。
　あいにくの雨模様にもかかわらず、参加者の皆様の熱心でひたむき
な清掃活動により、約18トンものゴミが回収されました。
　一方、放置自転車や不法投棄された電化製品なども多く見つかりま
した。美しい山科を守るために、日ごろ
から、不法投棄などを許さず、まちの美
化やごみの減量、資源の再使用などを
心がけましょう。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担
当（電話592-3066）

�〇地域消防最前線　
火気の取り扱いにご用心！
　夏祭りや地蔵盆、バーベキューなどが楽しい季節です。
　夏のイベントをご町内やご家族の楽しい思い出にするため、次のと
おり火気の取り扱いに気を付けましょう。

ご協力ありがとうございました
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夏祭り・地蔵盆などで模擬店を出店する際の注意点
・必ず消火器を準備しましょう
・ LPガスのボンベは、転倒しな

いよう固定し、火気から離して
使用しましょう

・ １枚の鉄板を２台のカセット
コンロで加熱しない

・ 小規模（町内会程度）の催しを除き模擬店の出店には消防署への
届出が必要です！

バーベキューの際の注意点
・ チューブに入った着火剤を継ぎ

足して使用しない
・ 炭を火気の近くに置かず、残り

の処理をしっかり行いましょう

●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

�〇ハチの巣を見つけたら
　暑くなってくるとハチが活動的になってきます。
　ハチの巣でお困りの場合は、ハチの巣の状況を確認し、次のとおり、
冷静な対処をお願いします。
●スズメバチの巣を見つけた場合
　巣に近寄るだけで攻撃してくることがあります。
　近寄らず、問い合わせ先にご連絡ください。業者に駆除を依頼します。
●アシナガバチの巣を見つけた場合
　駆除はご自身で行ってください。



22

【駆除方法】
　① 夜間に静かに近づき、巣から１ｍ離れた場所か

ら市販の殺虫剤を噴射。
　② 翌朝、駆除ができているか確認し、ほうき等の

長い棒で落とす(落ちたハチは素手で触らない
でください)

●もしもハチに刺されたら
　①刺された患部をつまみ、毒液を絞り出す
　②流水で患部を冷やし、炎症を抑える
※ アレルギー体質の強い方、過去に刺されたことの

ある方はアレルギー反応を起こす場合がありま
すので、すぐに病院で治療を受けてください。
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3486）

�〇夏の交通事故防止市民運動
７月21日（木）～８月20日（土）
歩行者を　気遣うやさしさ　京の夏
運動重点
　●子どもと高齢者の交通事故防止
　●自転車の安全な利用の推進
　●暴走行為等危険運転の追放
　●夕暮れ時・夜間の歩行中の交通事故防止
　　（反射材用品等の着用の促進）

スズメバチの巣

アシナガバチの巣
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みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
�〇第43回　連載区民活動きずなリレー

預けて安心！　緊急時安否確認　かぎ預かりモデル事業
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　近年、孤独死が地域で問題になっています。特に問題になるのは一
人暮らしの高齢者宅。「新聞や郵便物がポストにたまっている」「洗濯物
が何日も干しっぱなしになっている」などの状況を近所の人が見つけ
て心配しても、鍵がかかっていては家の中を確認することはできません。
もし倒れて助けが呼べない状態であったら、発見が遅れ命に関わるか
もしれません。
　山科の安朱・山階・西野地域では、日ごろから高齢者の見守り・支
援をしている地域役員や関係機関が相談して、事前に高齢者宅の玄関
の鍵を預かって、様子がおかしいと思われる時に、鍵を使って家屋内に
入り安否を確認するという仕組みを始めています。
　この事業の事務局を担っている山階地域包括支援センターの森下さ
んにお話を伺いました。「これまで高齢者宅を訪問する中でも『鍵を預
かってくれないか』という相談は受けていました。しかし、ヘルパーやケ
アマネージャーなどが個人で預かるわけにはいきません。そこで、すで
に『かぎ預かり事業』を実施している寝屋川市の事例を私たちの地域で
もできないかと話し合ってきました」。
　安祥寺中学校区内の安朱・山階・西野学区の学区社協、民生児童委
員協議会、地域密着型事業所、山階地域包括支援センターで実行委員
会を組織し、約２年間検討・準備を進め、平成28年１月から事業を開始
したとのことです。
　取材した平成28年６月時点で鍵を預
かっているのは16人。少しずつ希望者
が増えているそうです。

緊急時にはこの「安否確認対応
グッズ」を持って駆けつけます。
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　実行委員長の住友さんは「チラシを全戸配布したことで、町内会に
入っていない、本当に孤立している人からも希望がありました。幸いに
もまだ出動したことはないが、これからは実際に鍵を使って確認する場
面も出てくるだろう」とのこと。それに備え、実行委員会では消防や警
察と一緒に、緊急時の安否確認の訓練も行っています。
　実行委員会の構成団体「香東園やましな」の児玉さんは「この事業を
通じて、地域の役員の方々や我々事業者など、関係機関のネットワーク
が深まっていることを実感しています」とのこと。
　この事業をきっかけに、見守りが必要な人を発見し、見守る側の協力
体制も強まる。そんな印象を受けた取り組みです。京都市内でも高齢
化率が２番目の山科区。区内全体に取り組みが広がればいいですね。

（京都市まちづくりアドバイザー佐藤友一）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）　
　かぎ預かりモデル事業実行委員会事務局（電話583-5833）




