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取組を進めています！
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
 〇「花と緑で築く安心安全のまち 山科」

　山科区では、犯罪件数の減少（抑制）などを 
目指し、取組の指針「花と緑で築く安心安全のま
ち山科」を本年３月に策定し、区民の皆様とともに、地域の課題に応じ
た効果のある取組を進めていくことにしています。
　７月３日、その幕開けとして、京都薬科大学で出発式を開催しました。
出発式では、今後新たに取り組む事
業の説明、山科こども歌舞伎塾による
「安心安全決意表明」のほか、三条通で
の啓発パレードなどを実施しました。
　この出発式を契機に、関係団体や、
警察、消防署などとの連携のもと、「犯
罪のない、安心して暮らせるまち山科」
の実現に取り組んでいきます。

犯罪数が京都市全体を上回るペースで減少中の山科
区。区民ぐるみの取組の賜物です。今後も、安心・安
全なまちづくりに向け、共々に取り組みましょう。

京都市長　門川大作

▲三条通でのパレードの様子（構
成メンバー（45団体）から約500名
のご参加をいただきました）
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● 問い合わせ先／「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」山科区推進協議会（区まちづくり推進担当（電話592-3088））

文化庁の京都移転決定
山科区制40周年記念事業　～ YAMASHINA ART FESTA ～
 〇神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフ　
　デュオ・リサイタル
　世界的なヴァイオリニストである神尾真由子と超絶技巧派のピアニ
ストであるミロスラフ・クルティシェフ。チャイコフスキー国際コン
クール最高位を獲得した二人の至高の饗宴をお聴き逃しなく!!
●日時／11月２日（水）午後７時開演（午後６時30分開場）
●会場／東部文化会館
●プログラム／Ｊ．ブラームス
　ヴァイオリン・ソナタ第１番、
　第２番、第３番
●料金／全席指定　
  2,000円（税込）
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●申し込み方法／次の①・②の方法でチケットを販売
　①東部文化会館窓口（先行販売）
　　（開館時間：午前９時～午後７時 休館日：毎週火曜日）
　　≪販売期間≫８月15日（月）～８月31日（水）
　　≪空席問い合わせ先≫東部文化会館（電話502-1012）
　②チケットぴあ（一般販売）
　　≪販売期間≫９月１日（木）～11月１日（火）　
　 チケットぴあ　神尾真由子リサイタル

●問い合わせ先／山科区制40周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　（区総務・防災担当　電話592-3066）

 〇「山科区制40周年記念切手」を発売
　区制40周年を記念し、「山科区制40周年記念切手」を発売。山科疏水
など、四季折々の山科の魅力がギュッと詰まった切手シートです。この
機会に、是非お買い求めください！
●販売期間／８月22日（月）午前８時30分～（売り切れ次第終了）
●販売部数／1,000シート
●販売場所／区地域力推進室（区役所２階①番窓口）
　※郵便局窓口ではご購入いただけません。
●内容（１シート）／52円×５枚、82円×５枚
●販売価格／１シート1,100円
●デザイン／
　①天智天皇陵　②山科義士まつり　
　③もてなすくん　④山科こども歌舞伎　
　⑤旧東海道　⑥京焼・清水焼　
　⑦毘沙門堂門跡　⑧大本山勧修寺　
　⑨大本山隨心院　⑩勧修寺ぶどう
● 問い合わせ先／山科区制40周年記念事業実行
委員会（区総務・防災担当　電話592-3066）

▲切手デザイン
（山科の魅力を集めま
した）

① ②

⑦

③

⑧

④

⑨

⑤

⑩⑥

コレクションや
大切な人への
お手紙に!
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 〇京都サンガF.C.山科区民デーVSギラヴァンツ北九州
　９月25日（日）100組200名様をご招待！
　悲願のJ１昇格に向け、クラブ一丸となって戦う京都サン
ガF.C.。西京極スタジアムで京都サンガを応援しよう！
●日時／９月25日（日）　午後５時キックオフ
●会場／西京極陸上競技場兼球技場
●招待券申し込み方法
　京都サンガF.C.ホームページまたは、次のQRコー
ドから申し込むか、往復はがきに次の事項を記載し 
お申し込みください（９月15日（木）必着）。
往信用表面（あて先）

〒610-0102　城陽市久世上大谷89-１　
京都サンガF.C.山科区民デー招待係
往信用裏面

①山科区民デー招待　②住所　
③代表者氏名（ふりがな）　④電話番号
返信用表

①郵便番号　②送付先住所　③氏名
返信用裏面　記入不要
※ 応募多数の場合は、抽選（抽選に漏れた方には 
優待券を送付）。応募は区内在住の方に限る。
●問い合わせ先／京都サンガF.C.ホームタウン
　推進課（電話0774-55-7603）

 〇大好評“キャット・ハンズ”と歩く健康ウォーキング
↑参加記念品あり
　山科健康づくりサポーター“キャット・ハンズ”と一緒に、楽しく 
多彩なコースを歩きませんか。
●日時／９月30日（金）　※雨天中止　
　　　　午前９時30分集合（午前10時出発、午後０時10分頃着予定）

申し込みページ
QRコード

©KYOTO P.S.

１　菅野 孝憲選手
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●集合場所／ラクト山科公園（大丸向かい）　←緑色の幟
のぼり

が目印
●コース／「ラクト山科公園→安祥寺前→永興寺→本圀寺→
　洛東高校前→諸羽神社→ラクト山科公園」約６km（所要時間約２時間）
　※一部コースが変更になる場合あり。
● 対象／医師から運動制限をされていない、
区内在住の方（体調にあわせてご参加くだ
さい。）
● 持ち物／飲み物、歩数計（お持ちの方のみ）、
雨具等
※歩きやすい服装と靴でご参加ください
●定員／50名（申し込み必須・先着順）
● 申し込み方法／９月12日（月）から、申し込
み先に、電話または来所のうえ以下の①～
⑤をお伝えください。（①氏名（ふりがな）　
②年齢　③住所　④連絡先（電話・FAX番
号、メールアドレス等）　⑤医師からの運動制限の有無）
● 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、FAX501-6831、メールyamashina-kenko@city.kyoto.lg.jp）

今後の予定（第２回）
●開催日／11月30日（水）午前
●コース／「ラクト山科公園→若宮八幡宮→光照寺→
　東御坊→西本願寺山科別院→三ノ宮神社→区役所」
※ 詳細は、決まり次第お知らせします。各回ごとに申し込みが必要
です。

▲楽しく歩きませんか？

京阪山科駅

三条街道
地下鉄山科駅

ラクト山科ラクト山科

JR山科駅 緑
の
幟
が
目
印
！

の
ぼ
り
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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／（FAX502-1639　電話592-3066）

HP・facebookでも情報発信中！ やましなGOGOカフェ

 〇隨心院 ミス小野小町コンテスト
　「世界三大美人」の一人「小野小町」ゆかりの隨心院にて、12回目を数
えるミス小野小町コンテストが今年も開催。審査基準テーマは「美心
（びしん）」。聡明さから醸しでる美しさをもつ現代の小野小町のご参加
をお待ちしております。
●応募資格／18～30歳までの独身女性（高校生不可）
●受賞商品／海外旅行（旅行券）　ほか
●選考スケジュール

主な内容

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…
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９月30日（金）：応募締切（消印有効）
10月上旬～中旬：第一次審査・第二次審査
10月下旬～：隨心院玄関で参拝者による投票
を受付
11月23日（水・祝）：「小町まつり」内で行われ
る選考会にて受賞者を決定
●応募方法／ 隨心院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。
●問い合わせ先／隨心院（電話571-0025）

 〇お花の肥料を助成します
　花と緑にあふれた潤いのある山科のまちづくりを進めるため、花苗や
種の植え付けを行う団体に肥料（年額三千円分以内）を助成します。
●対象／ 公共用地や多くの方が鑑賞できる所に花苗、種の植え付けを

行う５名以上の団体
●定員／10団体
● 申し込み方法／８月15日から、区ホームページに掲載または、問い合
わせ先で配布する申請書に記入のうえ、問い合わせ先に、郵送または
持参（先着順）。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当
　　　　　　　　（〒607-8511（住所記入不要）電話592-3088）

 〇生活習慣を見直そう！減塩チャレンジ
　高血圧・糖尿病などの生活習慣病は、腎臓の機能と
密接に関係しています。中でも、塩分の過剰摂取は、慢
性腎臓病（CKD）（※）や、高血圧の原因の
一つです。
　医師による講話や、定期的な尿中塩分
量の測定を通じ、減塩を心がけた生活習
慣を目指しませんか。

～昨年の参加者の声～

生活を見直す機会
になり、血圧の薬
が減りました！
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（※）腎障害や腎臓の機能低下が続く状態
●対象／全ての回に参加できる区内在住で18歳以上の方
●定員／20名（先着順）
●費用／無料
●持ち物／筆記用具
●開催日時など／

開催日
（全て水曜日） 時　間 場　所 内　容

 8月31日 午後１時30分
～３時30分 区役所２階栄養室

・説明会
・医師、栄養士による
　講話

 9月 7日

午前９時30分
～11時

区保健センター
⑦番部屋

・尿中塩分量測定
・グループワーク
・ 尿タンパク、クレアチ
ニン測定（９月７日・
10月26日のみ）

 9月14日

 9月21日

 9月28日

10月12日

10月26日

●申し込み方法／８月17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）

 〇京都市ふるさと納税寄付金　
　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
・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）
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 〇情報掲示板

福　祉

■各種手当の届の提出をお忘れなく　
　各種手当を受けておられる方は、下記の提出期限までに、問い合わせ
先に届を提出してください。提出を忘れられると、８月分以降の手当を
受けられなくなります。ご注意ください。

手当の名称 提出する届 提出期限

１ 児童扶養手当 現況届 ８月31日（水）

２ 特別児童扶養手当 所得状況届

９月９日（金）
３

・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・経過的福祉手当
・外国籍市民重度障害者
特別給付金

現況届

問い合わせ先　１の手当／区支援課支援第一担当（電話592-3247）
２・３の手当／区支援課支援第二担当（電話592-3243）

総人口／ 134,950人
　男性／ 63,959人
　女性／ 70,991人
世帯数／60,770世帯
平成28年７月1日現在
（山科区推計人口）
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保険・年金

■国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
　限度額適用認定証の交付について
　入院や外来受診により、高額な自己負担額が見込まれる場合、「限度
額適用認定証」の交付が受けられます。
　同認定証を保険証と併せて提示することで、次の①・②の措置が受
けられる場合があります。
①医療費の支払いが世帯の自己負担限度額までに
②入院時の食事代が減額（市民税非課税世帯の方に限る）
　交付には、事前申請が必要です。問い合わせ先にお問い合わせください。
※ 70歳以上で市民税課税世帯の方は、医療費の支払いが世帯の自己 
負担額を超えないため、認定証の交付申請は不要です。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）

お知らせ

■８月は「食品衛生月間」です
　「食中毒予防３原則」を実践し、健康に夏を乗り切りましょう。
原則１　菌をつけない
食べる前、料理をする前には手をしっかり洗う。
原則２　菌を増やさない
食材は冷蔵庫などで適切に保存する。
原則３　菌をやっつける
食材（特にお肉）は中までしっかり加熱する。
問い合わせ先　区保健センター衛生課（電話592-3489）

■献血
日時　８月24日（水）10:00～11:30・12:30～16:00。
場所　大塚自治会館。

おあがリス
（京都市食の安心安
全啓発キャラクター）
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問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

■山科地域体育館トレーニングジム利用時間延長
利用時間（延長後）　９:00～22:00（21:00受付終了）。
利用可能機器　ランニングマシン６台、その他有酸素系マシン12台、
　　　　　　　筋トレマシン11台、油圧マシン５台。
費用　１回300円。
※15歳未満の利用不可。利用には、室内シューズが必要
　（レンタル（200円）も可）。
問い合わせ先　山科地域体育館（電話595-9705）

■山科区質量計（はかり）定期検査
　質量計（ひょう量500㎏以下。家庭用のヘルスメーター、キッチン 
スケールなどを除く）の検査を実施。
①８月19日（金）　場所　音羽小。
②８月22日（月）　場所　山階小。
③８月23日（火）　場所　山階南小。
④８月24日（水）　場所　安朱小。
⑤８月26日（金）　場所　百々小。
⑥８月29日（月）　場所　鏡山小。
⑦８月30日（火）　場所　勧修小。
⑧８月31日（水）　場所　大宅小。
①～⑦10:00～14:30。⑧10:00～14:00。
問い合わせ先　京都府計量協会（電話415-3166）

相　談

■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　８月26日（金）９:00～10:30。
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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）

■弁護士による京都市民法律相談（10月から予約制に変更）
【８月・９月】　
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。
【10月～】　
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）。
予約方法　 相談日の週の月・火曜日の８:30～17:00または、相談日当日の

８:30～14:45に問い合わせ先へ（定員になり次第、受付終了）。
場所　区第２会議室。
定員　12名。
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　９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　９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692-2500）
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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）

■おたのしみ会
絵本の読み聞かせ他
日時　８月20日（土）・９月17日（土）11:00～。

■講演会「薩摩琵琶～その精神と魅力～」
講師　中澤晶氏（薩摩琵琶奏者）。
日時　８月22日（月）15:00～。
■Head Shouldersで遊ぼう！
英語の歌や読み聞かせ他
日時　８月27日（土）14:30～。

■赤ちゃんの会 ―だっこくらぶ―
おやこで整体体操
日時　９月５日（月）11:00～。

■講演会「帰ってきた石の由来～伏見城の石垣～」
講師　山科石切場調査・研究グループ。
日時　９月８日（木）18:00～。

■テーマ図書の展示と貸出
９月は、一般書「セカンド・ライフ」、絵本「ほし」・「つき」。
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移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
８月24日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小。
11:00～11:40　場所　大宅小。
８月29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。

 〇歯のひろば　歯のイロハ学びませんか
●日時／９月３日（土）午後２時30分～４時30分
●場所／区役所２階
※公共交通機関をご利用ください
●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、噛むカムチェック他）
　・講話『身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・区保健センター
●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）

お口からも
健康長寿☆
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 〇区役所玄関を飾る「七夕の笹飾り」
　「大きくなったらサッカー選手になれますように…」
「お絵かきが上手くなりますように…」
　洛東幼稚園と西念寺保育園からいただいた笹飾り。 
園児さんの心を込めた色とりどりのお飾りと願い事に、来庁者のお顔も
思わずほころびました。園児の皆様の願い事が、きっとかないますように。
●問い合わせ先／区支援課（電話592-3247）

 〇山科市街地住宅（西棟）耐震改修工事のお知らせ
　この度、山科区役所と一体の建物である山科市街地住宅
の耐震改修工事が実施されることになりましたのでお知ら
せします。
　工事中は、区役所に来庁される区民の皆様にご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

●工事期間／平成28年８月～平成29年５月
●作業時間／午前８時45分～午後６時
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3065）

洛東幼稚園の園児の皆様西念寺保育園の園児の皆様
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 〇「山科“きずな”支援事業」補助金交付事業を決定！
たくさんの応募ありがとうございました
　山科区では、第２期山科区基本計画が目指す将来像の実現に向け、区
民の皆様による主体的なまちづくり事業に補助金を交付する「山科〝き
ずな〟支援事業」を実施しています。
　今年度は、32件の申請があり、審査委員会における審査を経て、28件
の交付事業を決定しました。
　今年度の新規交付事業（14件）は次のとおりです。

見方　　　採択事業名　
　　　　　団体名

交付事業（新規事業）一覧

山科あぐりマップの作成　
農業組合法人勧修寺樹園地組合

清水焼と煎茶の本　
清水焼団地協同組合

安朱こどもコンソーシアム　
安朱学区自治連合会

夏休みこども音楽体験ワークショップ＆コンサート　
夏休みこども音楽体験ワークショップ＆コンサート実行委員会
（京都市児童館学童連盟山科地区）

山科区制40周年記念「山科ベビー大使事業」及び「赤ちゃんフェア」
山科区保育園協議会
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地域のつながりを強める事業（兼、暮らしの安心・安全を高める事業）
特定非営利活動法人セントラルライフ京都

子供の無料学習会と保護者の悩み事相談会　
山科区母子寡婦福祉会

みささぎの森を生かしたみんなの遊び場を作ろう！　
特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都

北山杉・地産材等で育む女性目線の地域と親子の絆強化プロジェクト
次世代京町家の会

独り暮らし食事会「すみれ会」　
山科健康友の会

やましな認知症サポート連絡会　
やましな認知症サポート連絡会

『ふるさとを語り合う集い』（第１年次）　
音羽小学校学校運営協議会

子ども達に山科の歴史や魅力を伝える資料作成　
ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会

世代間交流ものづくりによる町の育みプロジェクト　
京都工芸繊維大学佐々木まちづくり研究室

※継続事業一覧は区HPに掲載。交付事業の詳細は…
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山科きずな支援事業

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

 〇三条通「花の道づくり事業」完成式典を開催
　６月21日、アスニー山科において、三条通「花の道づくり
事業」の完成記念式典が開催されました。
　同事業は、区内で長年、会社経営をして
おられた上田英様からの寄付金を充当し、
京都の東の玄関口にふさわしい潤いのあ
る空間を創造することを目的に、平成27年
度に、四ノ宮からJR東海道本線までの歩道
にハナミズキ120本を植栽したものです。
　植栽されたハナミズキは、花や紅葉など、
一年を通じて季節を感じることができる樹
木です。新しく生まれ変わった三条通で、
四季折々の景色をどうぞお楽しみください。
●問い合わせ先／市みどり政策推進室（電話741-8600）

 〇生活安全スポットニュース
電話でのお金のお話にご用心！

振り込め詐欺犯の手口
家族や友人などを名乗り…
・事故に遭い示談金が至急必要になった。レターパック
　（宅急便・ゆうパック）で現金を送ってくれ。
・あなたしか買えないものがある。名義を貸してくれ。
警察や銀行員などを名乗り…
・口座が犯罪に使われている。通帳を提出して、
　暗証番号を教えてくれ。

右から（田中山科区自治連合
会会長会代表、上田様ご夫
妻、門川京都市長、堀池山科
区長、宮川建設局長）
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↓
その電話全て詐欺です！

●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

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
 〇区民バレーボールカーニバル

　６月19日、「第40回山科区民バレーボール
カーニバル」が、山階南小学校と百々小学校で
開催されました。区内13学区から20チームが
出場し、各チームともに日ごろの練習の成果を
発揮し、白熱した戦いが繰り広げられました。
優秀チーム（グループ内２戦２勝）は以下のとおりです。
●優秀チーム
　・勧修体振Ｂチーム
　・山階体振Ｂチーム
　・山階南体振Ａチーム
　・山階南体振Ｂチーム
　・百々体振チーム
　・大塚体振Ａチーム
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇京都市の福祉医療制度
　福祉医療制度とは、市内にお住まいで健康保険に加入している方を
対象に、自己負担額を助成する制度です。制度の適用には申請が必要
です。申請の際に必要なものなど、詳細は京都市ホームページを参照ま
たは、問い合わせ先にお問い合わせください。
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制度名 対　象

１ ひとり親
家庭等医療

①～③のいずれかに該当する方（所得制限あり）
①  生計を一にする父または母のない児童（ 18歳到達後
最初の３月31日まで）

②①の児童と生計を一にする母または父
③  両親のいない児童と、その児童を扶養する20歳未満
の方など

２ 老人医療

65歳以上70歳未満で、①・②のいずれかに該当する方（昭和
25年８月２日以降にお生まれの方は①の世帯に限る）
①所得税非課税世帯（別居、世帯分離も含む）
②  所得が基準額以下で、寝たきりや一人暮らし、または
同居者が親族のみで全員が60歳以上の世帯など

３ 重度心身
障害者医療

①～③のいずれかに該当する方（所得制限あり）
①身体障害者手帳１級または２級を所持
②知能指数（IQ）が35以下（療育手帳Ａ判定）
③身体障害者手帳３級を持ち知能指数（IQ）が50以下

４ 重度障害老人
健康管理費

後期高齢者医療の被保険者で、３（重度心身障害者医療）の①
～③のいずれかに該当する方

５ 子ども医療 ０歳から中学３年生までの方（15歳到達後、最初の３月31日
まで）

京都市　福祉医療制度

●申請・問い合わせ先／
　１～３：区福祉介護課福祉医療担当（電話592-3218）
　４：区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
　５：市地域福祉課・児童家庭課合同分室（電話251-1123）


