
そのためにも、東山区では、「ＶＳ新型コロナウイルス宣言」へのご賛同を呼びか
けています。詳しくは区ホームページをご覧ください。

※お寄せいただいたご意見につきましては、内容をホームページ等で公開する場合があります。
　またご意見に対する個別の回答は致しませんので、ご了承ください。

　東山区役所では、令和３年度から５年間における区のまちづくりの指針
を示す基本計画の策定に取り組んでいます。
　令和元年度より、各学区自治連合会の皆さまと区役所職員が話し合う
「共汗ワーキング」や、区内各種団体等へのヒアリング、「まちづくりカ
フェ＠東山」などを実施し、多くの区民の皆さまからご意見をいただく
とともに、京都市「東山の未来」区民会議で議論を重ねてまいりました。
　この度、計画の素案を取りまとめましたので、広く区民の皆さまから
ご意見を募集します。今後、いただいたご意見を基によりよい計画とし
てまいりますので、ぜひ、ご意見をお寄せください。

地域力推進室（☎561-9105）

東山区　ＶＳコロナ宣言　検索

東山区マスコットキャラクター
「ひがしちゃん」

まちづくりカフェ＠東山の様子

共汗ワーキングの様子

新型コロナ感染防止に努めましょう。

3月15日 （必着）～4月15日募集期間 月 木

3/15～
4/15

素案に対
する

ご意見
の募集

６月頃
最終案の議論
（区民会議）

７月頃
基本計画の
決定

東山区のこれからについて
一緒に考えていきましょう！

意見募集冊子の配布について
　3月15日（月）以降に、区総合庁舎２階 地域力推進室窓口で配布するほか、
東山区役所のホームページ（下記URL参照）にも掲載します。

ご意見の応募方法
　以下の方法でご意見をお寄せください。
　●FA X：541-9104
　●郵　送：〒605-8511 京都市東山区清水５丁目130-６
　　　　　　東山区役所地域力推進室　宛
　●メール：higashiyama-somu@city.kyoto.lg.jp
　●ホームページ：
　　https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/
　　pubcomment/higasiyama/0000280449.html

　FAXや郵送の場合は、意見募集冊子に挟み込んでいる
意見募集用紙をぜひご利用ください。

東山区基本計画  パブコメ　　検索

人口減少に
立ち向かう

持続可能な
まちづくり

ウィズコロナ
ポストコロナ

伝統産業の
活性化

生活と観光
との調和

問合せ

市民しんぶん東山区版

東山区役所ホームページ 東山区役所

東山区の総人口：36,173人

世帯数：20,627世帯
女性：20,699人
男性：15,474人

令和3年２月1日現在（推計）

検 索東山シンボルマーク

15日号
３月
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◀「世界一安心安全 チーム東山」ロゴマーク
　揮毫：清水寺 森清範貫主

　東山区では、地域と区役所、警察署、消防署が
一体となって東山の安心・安全に取り組んでおり、
毎月16日を「東山区安心安全の日」と定めています。
皆さんの身の周りの安心安全を確認しましょう。

期間　４月６日（火）～15日（木）
スローガン　「京の春　目と手で合図　ゆずり合い」

運動重点　
◆子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保
◆自転車の安全利用の推進
◆歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上
◆二輪車の交通事故防止

問合せ　市くらし安全推進課（☎222-3193）

令和３年 春の全国交通安全運動

　市民しんぶん東山区版では、いきいきポイント対象
の区主催・共催のイベント等に左のマークを掲載して
います。地域の様々な行事もいきいきポイントの対象
になります。参加して健康づくりに取り組みましょう。
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9128）

　サポーターがウォーキングのコツを伝えます。
日時　４月８日（木）10時～11時
集合場所　建仁寺法堂南側　※雨天中止
※動きやすい服装、マスク着用で、タオルや飲み物等をお持ちく
ださい。
申込み　前日までに電話または窓口にて（要予約）
問合せ　健康長寿推進課（☎561-9128）

健康づくりサポーター主催健康づくりサポーター主催

建仁寺さんウォーキング建仁寺さんウォーキング
無料

運動習慣のない
方もお気軽に♪

　2011年に区役所で開催しました「東山・まち・みらい タイムカプセル
～2011から2020へ～」の企画で、当時の小学生をはじめとする540名の
区民の皆さまが「2020年の自分」に宛
てたお便りを、10年間大切に保管し、
昨年末にお届けしました。お一人一人の
大切な思いが詰まったお便りであったか
と思います。
　お便りを受け取った方から感想をいた
だきましたので、一部をご紹介します。

1 0年前の自分から自分へ

「今は10年前になりたかった幼稚園教諭になって働いています。ずっと
なりたかった幼稚園教諭ですが、小学生の時から思っていたのだと思う
と、より頑張ろうと思うことができました！社会に出て１年目、たくさんつら
いことがある中、このようなはがきを受け取り元気が出ました！」

1 0年前の妻から夫へ

「10年前、家内が2020年の私の近況を伺うはがきが、過去から現在へ
回りまわって今、私の手元に届きました。おかげさまで、今私は壮健
で、大満足ではがきに目を通しています。とても10年の時間がたってい
るなどと思えません。区内の多くの皆さまともども、支え、支えられてあ
る今の自分を幸せ者と思います。」

※紙面の都合上、文章の一部を編集しています。
問合せ　地域力推進室（☎561-9105）

タイムカプセルタイムカプセルにに
お入れいただいたお入れいただいた
お便りお便りををお送りしましたお送りしました

場所　地下鉄京都市役所前駅（ゼスト
御池内）・竹田駅・山科駅・　 
北大路駅／阪急桂駅

問合せ　市地域自治推進室
（☎222-3085）

取扱時間　平日：９時～19時／土日：９時～17時 （祝日・振替休日・年末年始除く）
※税関係証明書は、平日17時～19時および土日は受付のみ行い、翌平日開所日以降に交付

します。
※窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。印鑑登録証明書を請求する場合は印

鑑登録証が必要です。

取扱業務

市民窓口課
（区総合庁舎１階）

住所異動 転入・転出・転居届など
戸籍届出 出生・死亡・婚姻届など
印鑑登録 登録・抹消など

証明書発行 住民票の写し、戸籍謄・抄本、
印鑑登録証明書など

※一部取り扱わない業務（税関係証明書の発行など）があります。
※他機関が閉庁している等の理由で、その場で対応できないことがあります。
問合せ　市民窓口課（☎561-9143）

日曜日も転入・転出等の手続きができます

戸籍・住民票・印鑑・税関係の証明書の取得はターミナル証明書発行コーナーが早くて便利です！

３/21 ３/2８９時～正午 ４/４
臨時開所日時

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第303号　　令和3年3月15日　（2）



　各催しについて、当日はマスクをご着用ください。
また、体調不良の方は参加をお控えください。

前回のクイズの答えは
京都陶磁器会館です。

　多数のご応募ありがとうございました。
　２階ギャラリーではその時期によって
様々な展覧会が開催されます。なお、展
覧会の内容や開館状況については公式
ホームページなどでご確認ください。

答え 東山発見！クイズ

開睛小中学校
　令和２年度は、改めて教育活動の在り方を見直し、学校生活の細部に
至るまで、感染拡大防止に向けた取り組みを行ってきました。全ての児
童・生徒にとって新たな成長がみられた１年間でした。

東山泉小中学校
　児童・生徒は感染症対策への意識をより高めながら、毎日の学校生活
を送っています。どの学年の児童・生徒も学習のまとめ、そして自分のさら
なる成長のために、次年度への準備を頑張っています。

東山区学校だより

　毎年、４月に小学校等の会場で実施している狂犬病予防集合注射に
ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせてい
ただきます。犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬に年１回の
狂犬病予防注射と生涯１回の登録を受けさせることが義務付けられて
います。必ず、お近くの動物病院で飼い犬に狂犬病予防注射を受けさ
せてください。
問合せ　医療衛生センター北東部方面担当（☎746-7211）

愛犬の登録と
狂犬病予防注射のお知らせ

質量計質量計（はかり）の（はかり）の定期検査定期検査をを受けましょう受けましょう

京都ハンナリーズ　VS　島根スサノオマジック
日時　３月24日（水）19時05分～
場所　ハンナリーズアリーナ（西京極）

割引価格（大人：1,500円　小中高：500円）でご覧になれます。
対象　区内在住・通勤・通学の方（※ご本人様が対象です。）
席種　２F指定席
申込み　事前に京都ハンナリーズ公式ホームページ（https://hannaryz.

jp/ticket/kuminday/）の応募フォームからお申し込みいただ
き、その返信メールに記載されたURLからチケットを購入して
いただきます。
※その際B.LEAGUE会員（無料）の登録が必要となります。

問合せ　京都ハンナリーズ（☎０５０-５５３３-５５８８）

　ひとり親家庭の親の就業に向けた能力開発のために、給付金事業を
実施しています。
　① 自立支援教育訓練給付金事業

厚生労働大臣指定教育訓練講座の費用の一部を支給
　② 高等職業訓練促進給付金等事業

看護師・介護福祉士・保育士等の資格取得のため、養成機関で
１年以上の課程を修業する場合に給付金を支給

　③ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
「高等職業訓練促進給付金」の制度を利用し、養成機関に在学
している方を対象に入学・就職準備金を貸付

　④ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
試験合格のための講座の費用の一部を支給

※いずれも所得制限や支給上限等の条件があります。詳しくは事前に
下記までお問合せください。
問合せ　子どもはぐくみ室（☎561-9350）

ひとり親家庭を応援します！

３月24日は東山区民デー
みんなで京都ハンナリーズを応援しよう！

　取引・証明に使用されるひょう量500kg以下の質量計（はかり）は、
２年に１回定期検査を受けなければなりません。

日 時 場 所
４月12日（月）

10時～14時
元月輪小学校

４月13日（火） 元今熊野小学校
４月15日（木）

10時～14時30分

元新道小学校
４月16日（金） 開睛小中学校（六原学舎）
４月19日（月） 東山泉小中学校（西学舎）
４月20日（火） 元有済小学校
４月22日（木） 東山総合支援学校

費用　有料（はかりの種類・ひょう量により、料金が異なります。）
申込み　不要
※家庭用のヘルスメーター、キッチンスケールなどは対象外です。
問合せ　京都府計量協会（☎415-3166）

　京都女子大学の学生さんの協力を得て、東山消防
署のマスコットキャラクター「東

とう

りゅうくん」を作製し
ました。
　今後は、街頭広報やイベントなどに積極的に参加
し、区民の皆さまに少しでも親しんでもらえるように
努めていきます。
問合せ　東山消防署（☎541-0191）

東山消防署マスコット
キャラクターが誕生しました！

消防

119番

です！

（3）　令和3年3月15日　　第303号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版 自治会・町内会に入って住みよいまちに
京都市は、自治会・町内会を応援しています



弁護士による京都市民法律相談
　日時 毎週水曜日（祝日を除く）
　　　13時15分～15時15分
　受付 窓口または電話にて　予約制
　　　相談日の週の月曜日～相談日

９時～17時（祝日を除く）
　　　※相談日当日の受付は14時45分まで
　定員 ６組（１組につき20分以内）
行政相談委員による行政相談

　国の行政に関する苦情や意見・要望について行
政相談委員が相談に応じます。
　日時 4月１日（木）13時30分～15時30分
司法書士による登記・法律相談

　日時 4月16日（金）13時30分～15時30分
問合せ地域力推進室（☎561-9114）
※場所はすべて区総合庁舎２階 地域力推進室相
談室

行政書士による困りごと相談
日時 4月15日（木）14時～16時
場所 区総合庁舎２階 地域力推進室相談室
問合せ京都府行政書士会第４支部事務所

（☎762-0505）

就職、引越しのシーズンです。国保の届出
もお忘れなく。

　次のようなときは、該当したときから14日以
内に国保の届出をしてください。
「国保に入るとき」
①職場の健康保険や国保組合をやめたとき。
②市内に転入したとき。
※届出が遅れても、保険料は国保の被保険者と
なられた月まで遡って納めていただきます。届
出の日までに支払った医療費は原則全額自己負
担となります。
「国保をやめるとき」
①職場の健康保険や国保組合に入ったとき。
②市外及び国外に転出するとき。
問合せ保険年金課（☎561-9197）

特別徴収により保険料を納付されている方へ
　２月に保険料を特別徴収（年金からの引落
し）により納付いただいている方は、原則とし
て令和3年度保険料も特別徴収により納付いた
だきます。4・６・8月については令和3年２
月と同額を仮徴収いたします。国保は６月に、
後期高齢者医療は７月に決定する年間保険料か
ら仮徴収額を除いた額を10・12月・翌年２月の
3回に分割して納めていただきます。
問合せ保険年金課（☎561-9197）

今月は令和2年度分保険料の最後の納付月です。
　普通徴収（納付書による金融機関での納付ま
たは口座振替）で納付されている方は納付忘れ
にご注意ください。
問合せ保険年金課（☎561-9198）

● 　 保 健 福 祉 　 ●
成人・妊婦歯科相談【無料】

日程 4月16日（金）
対象 18歳以上の方、妊産婦の方
受付  13時30分～15時

区総合庁舎地下１階 23番窓口にて
（予約不要）

※マスクの着用をお願いします。
問合せ健康長寿推進課（☎561-9128）

事業名 プレママパパ教室 ふわりん横丁
（子育て交流会）

日時
3月24日（水）
13時30分～
15時30分

4月13日（火）
10時～11時

場所 区総合庁舎地下１階　保健指導室

対象 妊婦さんとご家族 0歳から就学前まで
のお子さんと保護者

内容

講話「ママと赤ちゃ
んのための食事」
「ママと赤ちゃんの
歯の話」、プレパパ
の妊婦体験、リユー
ス会、交流会

講話「子どもの
食事について」、

交流会

申込み・問合せ 各催しの前日までに電話にて
子どもはぐくみ室（☎561-9349）

重度障害者タクシー利用券の継続交付
　令和3年度分の申請は3月25日（木）から受け
付けます。なお、申請が５月以降になると交付
枚数が減りますのでご注意ください。
対象 身体障害（１・２級）・知的障害（Ａ）・精神障害

（１級）の方
持ち物
①お持ちの全ての障害者手帳
②印鑑（スタンプ印は不可）
問合せ障害保健福祉課（☎561-9130）

４月のテーマ図書の展示と貸出
期間 4月１日（木）～30日（金）
テーマ 「花を愛でる」（一般）
　　　「春」（児童）

おたのしみ会
日時 4月24日（土）11時～
内容 絵本の読み聞かせ他

あかちゃんのおたのしみ会
日時 4月8日（木）11時～
内容 絵本の読み聞かせ、手あそび他

●　相　談（無料）　●

● 　 保 険 年 金 　 ●

※時間、会場、問合せなどは、掲載記事をご覧ください。

行事名 掲載面
20 土・祝

21 日 区役所臨時開所日 ２面
22 月
23 火

24 水
京都ハンナリーズ　東山区民デー ３面
相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面
保健福祉 プレママパパ教室 ４面

25 木 保健福祉 重度障害者タクシー利用券
の継続交付申請開始 ４面

26 金
27 土
28 日 区役所臨時開所日 ２面
29 月
30 火
31 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面

行事名 掲載面

1 木
相談 行政相談委員による行政相談 ４面
図書館 4月のテーマ図書の展示と貸出（～30日）４面

2 金
3 土
4 日 区役所臨時開所日 ２面
5 月
6 火 春の全国交通安全運動（～15日） ２面
7 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面

8 木
建仁寺さんウォーキング ２面
図書館 あかちゃんのおたのしみ会 ４面

9 金
10 土
11 日

12 月 質量計（はかり）の定期検査（13、
15、16、19、20、22日） ３面

13 火 保健福祉 ふわりん横丁（子育て交流会）４面
14 水 相談 弁護士による京都市民法律相談 ４面

15 木
東山区基本計画　意見募集締切 １面
相談 行政書士による困りごと相談 ４面

16 金
相談 司法書士による登記・法律相談 ４面
保健福祉 成人・妊婦歯科相談 ４面

17 土
18 日
19 月

3月
カレンダー 3/20 〜 4/19

4月

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、紙面に掲載している催しなどは中止・変更になる場合があります。各施設の開館・開所時間についても、
変更となる場合があります。念のため各問い合わせ先へのご確認をお願いします。体調不良の方の催しなどへの参加はご遠慮ください。

東 山 図 書 館
区総合庁舎南館２階 （☎541‐5455）
開　館：９時30分～17時（平日の月・木は19時まで）
休　館：毎週火曜日・年末年始

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第303号　　令和 3 年3月15日　（4）再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ウィット ( ☎ 072-668-3275)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

661-5
ご よ う は こ こ

855
検索

市の手続きや制度、施設、催しに関する申
込み・問合せにお答えする窓口（年中無休）

☎：8時～21時、FAX・メール：24時間
☎661-3

み な こ こ

755
※おかけ間違いにご注意ください。

メール（ホームページから）
京都いつでもコール

東 山 広 報 板
東山区役所 〒605－8511  東山区清水５丁目130-6
☎ 561-11９1（代表）　　 5４1-９10４
開庁時間　9時～17時（土・日・祝日、年末年始を除く）


