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こころの
ふれあい夏まつり
僕も出演するよ！
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 〇第18回　山科こころのふれあい夏まつり

「こころの病」を抱えながら地域で暮らす方々と
「山科こころの健康を考える会」がお届けする楽
しいイベントです。

毎年恒例の「涼」を呼ぶ夏まつり。ぜひ、ご参加ください。
京都市長　門川大作

●日時／平成29年７月31日（月）午後２時～午後４時
●場所／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）
●入場／無料
●内容／京炎そでふれ演舞（京都橘大学）
　　　　おばけ屋敷、ミニゲームコーナー
　　　　山科区内の就労支援事業所のオリジナル
　　　　製品販売
　　　　スタンプラリー抽選会
　　　　缶バッジ作り　ステージ発表会　など
●主催／山科こころの健康を考える会
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－精神保健福祉相談－
　医師と精神保健福祉相談員による、こころの健康のための相談
です。
　どうぞご利用ください。
●相談日／第１～第４金曜日
● 受付時間／午後１時30分～午後３時30分
　（正午から整理札を配布。）
● 場所／山科区役所保健福祉センター⑥番（相談室）
●費用／無料

 〇障害のある人もない人もすべての人が違いを
　認め合い支え合うまちを目指して
山科区役所では、障害のある人もない人も、ともにいきいきと生活でき
るまちづくりを進めています。
日頃から周囲にちょっとした気遣い、気配りをすることによって、みん
なが暮らしやすい社会が実現します。
すべての人が笑顔で生活できるよう、私たち一人ひとりが相手の気持
ちになって考えましょう。

●区役所の組織が変わりました
５月８日から、障害（身体・知的・精神）や難病のある方のご相談等
にワンストップで対応する「障害保健福祉課」を設置しました。重
複して障害がある方の相談対応や、子どもから大人まで切れ目のな
い支援をお届けしています。悩まずにお気軽にご相談ください。

皆様の身近な地域で活躍されています
山科区内でも、障害のある人たちが、様々なかたちで活躍の場を広げて
います。
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地域の中で、それぞれの能力を生かし、商品の袋詰めやラベル貼り、区
役所の清掃作業、カフェ運営、農作物の栽培・販売など、多様な仕事に
従事されています。

●問い合わせ／区障害保健福祉課 障害難病支援担当（電話592-3479）

 〇「ひまわりの絆プロジェクト」
　～命の大切さ、交通事故防止を京都から全国に～
　「ひまわりの絆プロジェクト」は、交通事故で亡くなった４歳の男の子
が育てていた種を多くの場所で咲かせ、「男の子が生きていた証を残し
たい」と願うご遺族を支援するとともに、命の大切さや交通事故根絶の
機運を社会全体に広めていく活動です。
　山科警察署では、５月18日に、このプロジェ
クトの一環として、ひまわりの種植え式を開
催しました。

▼ 区役所を美しく清潔に
保つための清掃作業

▼ 事業所内での作業（袋詰め、
ラベル貼り、書類作成など）

▲  地域の方と一緒に、山科
の特産物や、旬の野菜の
栽培・加工作業

カフェ運営▲
（自分たちで選別・焙煎した
豆を使い、コーヒーを提供）
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　式典には、アヴェ・マリア幼稚園の園児を
はじめ、地元関係団体の役員が出席しました。
植えられたひまわりは７月から８月に見頃を
迎える予定です。
　警察署の花壇に咲いた大輪のひまわりを見て、区民一人ひとりが命
の大切さを考え、交通安全への意識を高めていきましょう。
●問い合わせ先／山科警察署警務課（電話575-0110）

 〇平成29年　夏の交通事故防止市民運動
運動重点
７月21日（金）～８月20日（日）
スローガン
ひまわりに　無事故を願う　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
◦歩行中・運転中のスマホ等使用の根絶
◦飲酒運転の根絶

 〇「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」山科区版運動推進プログラム
　街頭防犯カメラ設置促進事業
　犯罪の発生を抑止し、地域の安心・安全を一層推進するため、防犯カ
メラを自治会等で設置する費用を補助（最大90％）します。
　設置にあたっては条件と審査がありますので、必ず事前相談をお受
けください。
条件
・カメラの機種指定不可。
・既に設置済みの防犯カメラは対象外。
・設置後の維持管理に要する経費は申請者でご負担いただきます。
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●受付期間／７月３日（月）～９月29日（金）
● 相談・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」山科推進協議会（区まちづくり推進担当）
　（電話592-3088）

 〇やましなGOGOカフェに来ませんか？
　山科について知りたい、興味のあることを語り合いた
い…。そんなアナタにピッタリの交流の場、「やましな
GOGOカフェ」を開催します。
　今回は京都橘大学での開催です。「地域のこと
を学びたい」という意欲にあふれた学生さんもた
くさん参加されます。イベントや活動等をPRで
きる「オープンマイク」の時間もありますよ。
　一緒に楽しく、山科についてお話ししましょ
う！
●時間／７月22日（土）午前10時～午後０時30分
●場所／京都橘大学「ル・ビストロ」
　　　　（リバティーホール内）
●費用／無料
● 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
番号または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
　（電話592-3066　FAX502-1639　〒607-8511　住所記入不要）

 〇山科区公式アプリ「やましなプラス＋」好評配信中！
　区内の旬のニュースや生活に役立つ便利機能、健康
ウォーキングなど、いつもの暮らしに様々な“プラス”をお
届けする山科区公式アプリ「やましなプラス＋」。

ル・ビストロ
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　区民の皆様からも好評の声をいただいています。ぜ
ひダウンロードをお願いします。
　「やましなプラス＋」は、iTunes App Storeまたは
Google Playで「やましなプラス」と検索してダウン
ロード（無料）していただけます。

広告を掲載しませんか
アプリ内に、広告（チラシや店舗情報など）を掲載していただける事
業者の方を募集しています。掲載費用や申し込み方法等の詳細は、
お問い合わせください。

●問い合わせ先／
　山科区スマートフォンアプリ運営協議会（区総務・防災担当）
　（電話592-3066）

 〇山科区民デー 京都フローラを見に行こう!!
　～50組100名様を無料でご招待～
●日時／８月30日（水）・31日（木）午後６時30分～
●会場／わかさスタジアム京都
【特別企画①】50組100名様を無料ご招待！
●対象／区内在住、在勤、在学されている方
● 申し込み方法／往復はがきに必要事項を記載し、
ご郵送ください
　（８月18日（金）必着。先着順）。
【往復はがき記載事項】
往信用表面（宛名）

〒604-8145　中京区東洞院通元竹田町647-１　大平ビル３階「日本女
子プロ野球リーグ京都フローラ山科区民デー招待係」
往信用裏面

①住所②氏名（ふりがな）③電話番号

18　小西 美加
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返信用表面

①郵便番号②住所③氏名
返信用裏面

記入不要
【特別企画②】チケットを前売り料金で購入可能に！
● 購入方法／区内在住、在勤、在学を証明できるものを当日券売り場で
提示の上、チケットを購入
●問い合わせ先／
　日本女子プロ野球リーグ京都フローラ（電話213-8911）

 〇事前予約必須
　マイナンバーカード日曜臨時交付のご案内
●日曜臨時交付日／９月24日、11月26日、１月28日、３月25日
●交付時間／午前９時～正午
● 予約方法／７月18日（火）から、平日の午前８時30分～午後５時に予
約先へ　
※予約枠には、限りがありますので、お早めにご予約ください。
●交付場所・予約・問い合わせ先／
　区市民窓口課マイナンバー担当（電話606-1602）

 〇６月15日号市民しんぶん山科区版の訂正について
　６月15日号市民しんぶん山科区版３面「情報掲示板」のうち、山科区
中央老人福祉センター「よし笛のしらべ」の記事に日時の記載漏れがご
ざいました。お詫びして訂正いたします。 

記載漏れ内容
【日時】６月24日（土）13:30～15:00。

●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）
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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

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）

検索京都いつでもコール

 〇情報掲示板

福　祉

■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。（判定
に所得証明等の書類の提出が必要な場合があります。ひとり親家庭等
医療については更新申請書（現況届）の提出が必要です）

総人口／ 134,783人
　男性／ 63,812人
　女性／ 70,971人
世帯数／60,973世帯
平成29年６月1日現在
（山科区推計人口）



11

〈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／区子どもはぐくみ室子育て推進担当
（電話592-3247）　
重度心身障害者医療／区障害保健福祉課（電話592-3479）　
老人医療／区健康長寿推進課高齢介護保険担当（電話592-3290）　
重度障害老人健康管理費／区保険年金課保険給付・年金担当
（電話592-3109）

■平成29年度介護保険料通知書送付のお知らせ
　65歳以上の方（介護保険第１号被保険者）を対象に、平成29年度の市
民税情報（平成28年中の所得）から算出した、平成29年度介護保険料確
定通知書を送付します。
　納入方法は、①京都市在住で、年額18万円以上の老齢・退職・障害・
遺族年金を受給している方（年度途中で65歳になられた方、京都市に転
入された方を除く）は年金からの引落とし（特別徴収）。①に該当しない
方は、通知書につづられている納付書によってお納めください。（すでに
口座振替を利用されている方につきましては、通知書のみで納付書は
添付されておりません）
※ 便利な口座振替もご利用できます。取引口座のある金融機関又はゆ
うちょ銀行でお申し込みください。
問い合わせ先　区健康長寿推進課高齢介護保険担当（電話592-3290）
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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17年８月２日～昭和22年７月１日生まれ）がお持
ちの高齢受給者証は、７月31日（月）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（火）
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28年中の世帯収入額が下記の条件のい
ずれかに当てはまる場合は、申請により翌月から負担割合が２割（生年
月日が昭和19年４月１日以前の方は１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。

問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

■国民年金からのお知らせ
年金の受給資格期間が短縮されます
　平成29年８月（平成29年９月分の年金）から老齢基礎年金等を受け
取るのに必要な受給資格期間（保険料納付済期間と免除期間等の合計）
が、25年から10年に短縮されます。
　現在、10年を満たしていない方についても、任意加入制度や後納制度
の活用により10年を満たし、新たに年金を受給できる可能性がありま
すので、ご相談ください。
問い合わせ先　年金ダイヤル（電話0570-05-1165）
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　050で始まる電話でおかけになる場合は（電話03-6700-1165）

■障害基礎年金の所得状況届等は７月までにご提出ください。
　国民年金の障害基礎年金（年金証書の年金コードが「2650」又は
「6350」の場合）を受給されている方は、お送りしている「所得状況届」等
を７月末日までに問い合わせ先に提出してください。所得状況届等の
提出がないと、年金の支払いが差し止められる場合がありますのでご
注意ください。
※ 本年１月２日以降に京都市外から転入された方は、前住所地の所得
証明書が必要です。
問い合わせ先　区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）

■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。
１.特別徴収（年金からの引落とし）されている方へ
　10月以降の保険料について、①平成29年10月、12月、及び平成30年２
月に特別徴収する場合と、②普通徴収（納付書による金融機関での納付
又は口座振替）する場合があります。
２.１以外の方（７月からお支払いが開始する方）へ
①７月～平成30年３月が普通徴収となる場合、②７月～９月は普通徴
収、10月以降は特別徴収となる場合があります。
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・標準負担額認定証を
　お送りします
　７月31日（月）が有効期限の認定証を持ち、８月以降も保険証の負担
割合が「１割」で世帯全員が住民税非課税の方を対象に、新しい減額認
定証を７月中にお送りします。



14

　７月中に届かない場合は、問い合わせ先にお問い合わせください。
※世帯に所得不明者がいる場合等には、更新申請を行っていただく必
要があります。
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

■献血
日時　８月９日（水）10:00～11:30・12:30～16:00。
場所　花山中学校。
問い合わせ先　区健康長寿推進課地域支援担当（電話592-3214）

■「お口の健康」忘れないでね！
―成人・妊婦歯科相談―
　むし歯や歯周病・・・一度お口の健康をチェックしてみませんか？
日時　７月28日（金）9:00～10:30。
対象　18歳以上の方、妊産婦の方。
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
問い合わせ先　区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

■胸部・大腸がん・胃がん検診
①胸部（結核・肺がん）検診
日時　毎月第２・４金曜日9:00～10:30。
対象　 15歳以上の方。（肺がんの検診は40歳以上、65歳以上の方は感染

症法により年１回の胸部検診受診が義務づけられています。）
費用　無料（喀痰検査が必要な場合は1,000円）。
申し込み方法　不要。
受付　区役所１階Ｘ線撮影室前。
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②大腸がん検診
日時　毎週火・木曜日8:30～11:00。
対象　40歳以上の方。
費用　300円。
必要なもの　 検査容器。（事前に受け取った検査容器にご自宅で２日分

の便を採取後、当日受付に提出してください）
申し込み方法　不要。
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）。
③胃がん検診（バリウムによる胃部Ｘ線検査のみ実施）
日時　毎週火・木曜日9:00～時間指定。
対象　50歳以上の方。（次年度から２年に１回）
費用　1,000円。
申し込み方法　予約制。問い合わせ先へ。
受付　区役所１階健康長寿推進課（①-１番窓口）。
※いずれのがん検診も免除制度あり
※詳細は本市ホームページをご覧ください。
問い合わせ先　区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

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）13:15～15:15。
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に問い合わせ先に電話または来所（定員にな
り次第、受付終了）。

場所　区役所２階第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）
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■無料行政相談
日時　８月10日（木）13:30～16:00。
場所　区役所２階第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15日（火）13:30～16:00。
場所　区役所２階第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924-0530）

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）

■マンドリンとオカリナ　夏休みコンサート＠エコム
「日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブル」によるコンサート
日時　７月29日（土）13:30開場／14:00開演／16:20終演。
定員　550名（先着順）。
費用　無料。
申し込み方法　不要。

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　毎週水曜日10:00～15:30。（７月19日（水）は園庭開放なし）
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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②ようちえんにかえろう!!そつえんの会
日時　７月27日（木）10:30～15:00。
必要なもの　水筒。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
③すいかわり
日時　８月２日（水）10:30～12:00。
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22日（土）14:30～。

■赤ちゃんの会―トコトコくらぶ―
絵本の読み聞かせ他
日時　７月24日（月）11:00～。

■赤ちゃんの会―だっこくらぶ―
日時　８月７日（月）11:00～。
絵本の読み聞かせ他

■おたのしみ会
日時　８月19日（土）11:00～。
絵本の読み聞かせ他
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■テーマ図書の展示と貸出
７月 一般書「ニュース・報道」　絵本「さかな」
８月 一般書「平和」「夏を元気に!」　絵本「おばけ」

移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
７月24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26日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小。
11:00～11:40　場所　大宅小。

 〇京都市市民憲章推進者表彰
今年の推進テーマ
文化の力で日本を元気に　～暮らしの中にある日本文化を見つめ直
そう
　６月15日、ひと・まち交流館京都で、平成29年度京都市市民憲章推進
者表彰式典が行われました。
　市民憲章（昭和31年５月３日制定）を率先して実行し、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、毎年表彰しています。
　今回、山科区からは個人13名、９団体が門川市長から表彰を受けられ
ました。（活動別・順不同）

個人
●美化活動
　河村　富士子さん　（山階学区）
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　髙橋　眞紀さん　　（山階学区）
　三原　里枝さん　　（山階学区）
●環境保全活動
　末國　美智代さん　（勧修学区）
　谷水　美鈴さん　　（鏡山学区）
●安心・安全なまちづくり活動
　奥田　定之さん　　（勧修学区）
　中村　隆宣さん　　（鏡山学区）
　桑山　謙さん　　　（大宅学区）
　岩村　義 さん　　（大塚学区）
　辻倉　洋子さん　　（西野学区）
●福祉活動　
　奥村　百代さん　　（音羽学区）
　林　　慈子さん　　（大宅学区）
　竹中　征美さん　　（西野学区）

団体
●環境保全活動
　鏡山環境美化 （鏡山学区）
●安心・安全なまちづくり活動
　山科駅前セーフティネット （安朱学区）
　パトロール百々 （百々学区）
　大塚学区獣害対策チーム （大塚学区）
●健康増進活動
　キャットハンズ
●伝統文化
　やましなを語りつぐ会
　ふ るさとの良さを活かしたまちづくりを進める会
　車石・車道研究会
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●観光関係
　山科疏水なの花ボランティアグループ（安朱学区）
（順不同）

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇第41回山科区民壮年ソフトボール大会
　区民壮年ソフトボール大会
　５月21日に第41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ました。区内13
学区全て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23日（日）（雨天時７月30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。

優　勝　山階南　体育振興会チーム
準優勝　鏡　山　体育振興会チーム
三　位　百　々　体育振興会チーム
三　位　陵ヶ岡　体育振興会チーム

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

昨年度、市大会の頂点に輝いた山階南体振チームが３連覇を達成！

 〇模擬店や露店開設時の注意事項について
　夏祭りなどの多数の方が集まる催しにおいて、火気器具を使用され
る際は、「消防署への露店開設の届出」（※）と「消火器の準備」が必要で
す。

昨年度、市大会の頂
点に輝いた山階南
体振チームが３連
覇を達成！
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　規模の大小に関わらず、火気器具を使用され
る場合は、必ず消火器などの消火器具を準備し
ましょう。
※ ご近所同士で行うバーベキューや町内会単
位での地蔵盆など、参加者が個人的なつな
がりにとどまるか、相互に面識がある場合は、
届出の必要はありません。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

 〇「山科区２万人まち美化作戦」
ご参加いただきありがとうございました！
　この取組は、平成15年度から、毎年、環境月間である
６月の第一日曜日に実施されています。今年度も、各
学区自治連合会、各種団体、企業などから参加してい
ただき、当日は、多くの区民の皆様が区内全
域で清掃活動に汗を流してくださいました。
　活動中には、放置自転車や不法投棄され
た電化製品なども見つかりました。
　水と緑に彩られた美しい山科を守るため、
日ごろから、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592-3088）

 〇地域の方の活動をご紹介します
思いが詰まった水車が完成
　牛尾山法嚴寺へ向かうハイキングコースの道沿いに、美しい水車が
完成しました。
　作ったのは山科区小山御坊ノ内町に住む山口昌子さん。「昔、家に
あった思い出の水車をどうしても復活させたい」と、自宅前の山科川
の護岸整備に来ていた造園家の芝田さんに相談。
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　「工事で来ていたときに、山口さんはい
つも家でお茶を出してくれたんです。そ
んな縁から、知人の宮大工である橋元さ
んとも協力しながら作り始めました。思っ
た以上に良いものができてよかったです」
と芝田さんは話してくれました。
　水車が完成したのは今年の４月。芝田
さんが趣向を凝らした美しい庭園に囲ま
れた水車小屋の内部では、精米用の杵（き
ね）が石臼を打つコトン、コトンという音
がリズムを刻み、不思議と心が落ち着き
ます。釘などを一切使わず木材だけで組
み上げた水車は、宮大工の橋元さんが一
から工法を学んで作った努力の結晶。「本当にいい人たちに巡り会えた」
と、山口さんも嬉しそうでした。ベンチが置かれた居心地のよい小屋は、
近隣住民の憩いの場にもなっているそうです。
　地元の小学校の子ども達も見学にくるというこの水車について、山
口さんは「子どもたちに昔の日本の生活、文化を見て、知って感じてほし
い。そして次の世代に伝えていきたい」と、思いを語ってく
ださいました。
※ 見学の際は、杵（きね）等の稼動部分に、手などを挟まな
いようにご注意ください。
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

水車を作った山口さん（左）
と芝田さん（右）

完成した水車


