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 〇第16回　やましな栄誉賞
俳優の段田安則さんと吉岡里帆さんに贈呈!

受賞コメント
　このたびは、山科区民の皆様から「第16回やましな栄誉賞」という素
晴らしい賞をいただき、大変光栄に思っています。
　山科は鏡山小学校に入学した頃から大学生になるまで暮らしていた、
私にとって大好きな「ふるさと」です。幼い頃は、「ご陵さん（天智天皇陵）」
や「山科疏水」が遊び場で、クワガタや鮎を捕まえたことなどを、今でも
鮮明に覚えています。
　今でも年に２、３回は帰省していますが、山科に帰ってくると、ほっと
した気持ちになります。
　本日は、この東部文化会館で区民文化
祭が開催されていますが、今後、山科が
文化の魅力溢れるまちになることを期待
しています。
　これからは、今回いただいた賞に恥じ
ないよう、舞台などのお仕事に精進して
参ります。
　ありがとうございました。

段田さんは、２月25日に開催された表彰式
に出席
トークショーを行っていただきました
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段田 安則（だんた やすのり）さん
　京都市立花山中学校卒業。NHK大河ドラマ「真田丸」、人気ドラ
マ「ドクターＸ～外科医・大門未知子～第５シリーズ」のほか、舞台
や映画、テレビドラマに多数出演するなど実力派俳優として活躍さ
れている。

受賞コメント
　このたびは、山科区の皆様から、このよ
うな素敵な賞をいただきありがとうござ
います。とてもうれしく思っています。
　学生時代、山科の美しい景色を見なが
ら過ごしたことが、今でも鮮明に思い出さ
れます。また、私が学生時代に山科区で出
会った友人や仲間たちは、今でもかけがえ
のない宝物です。
　昨年はドラマやCM、映画など、数多く
の作品に出演させていただき、本当に充実した一年でした。そして今年
は初めての主演ドラマが始まりました。
　このような賞をいただいたからには、それに恥じぬよう、山科区の皆
様の応援を糧として、頑張っていきたいと思っています。これからもど
うぞよろしくお願いします。

吉岡 里帆（よしおか りほ）さん
　京都市に生まれ、学生生活を山科で過ごす。NHK連続テレビ小
説「あさが来た」で好演後、ドラマ「カルテット」「ごめん、愛してる」
に出演。今年はドラマ「きみが心に棲みついた」にて初主演を果た
すなど、今、最も旬な俳優として注目されている。
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段田安則さん、吉岡里帆さん、これからもご活躍をお祈りしています！

やましな栄誉賞とは
　文化、スポーツ及び産業の各分野において、全国的に活躍されている
山科ゆかりの方を山科区民の総意として、毎年表彰しているものです。

<やましな栄誉賞委員会>
（構成団体）  一般社団法人山科経済同友会、山科区自治連合会連絡協議

会、京都洛東ライオンズクラブ、京都醍醐ライオンズクラブ、
京都東山ロータリークラブ、清水焼団地協同組合、京都伝産
仏具工芸協同組合

（後　　援）京都新聞、KBS京都、山科区役所

CHECK!１　お二人のサイン色紙を抽選でプレゼント！
　　　　　　（詳しくはP22で）
CHECK!２　 段田安則さんのトークショー　吉岡里帆さんへの賞状楯

贈呈等の模様を、山科区公式アプリ「やましなプラス＋」
で配信！

問合せ　やましな栄誉賞委員会事務局
　　　　（区まちづくり推進担当　電話592-3088）

 〇平成30年　春の全国交通安全運動
平成30年４月６日（金）～４月15日（日）

ゆずり合う　心がふれ合う　京の春

運動重点

◆子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
◆ 自転車の安全利用の推進



6

◆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「高齢者の被害ゼロ“やましな”大作戦」
～特殊詐欺と交通事故を三者協定で防止～
　２月14日、山科区民生児童委
員会と山科警察署、山科区役所
の三者で協定を締結。民生児童
委員・老人福祉員が高齢者宅を
訪問する際に、最新の特殊詐欺
被害の事例などを交えながら、
わかりやすく被害防止を働きか
ける活動を開始します。協定締結式に立会人として出席した門川大作
京都市長からは、「山科区では、月に約5,000件もの高齢者宅を訪問して
いただいている。この地域力を活用し、高齢者を被害から守る心強い取
組をスタートしていただいた。山科区の刑法犯認知件数は近年大幅に
減少し、11行政区で２番目に少なくなっているが、この協定締結を機に、
京都市で犯罪が一番少ない安心・安全な区になることを期待していま
す」との話がありました。
　山科区では、今回の協定締結を契機に、高齢者を特殊詐欺や交通事
故の被害から守る取組を一層強化して
いきます。
問合せ　
山科警察署（電話575-0110）　
区まちづくり推進担当
（電話592-3088）
区健康長寿推進課 
健康長寿推進担当（電話592-3222） 山科防犯協会と

山科警察署が特殊詐欺防止等
の寸劇を披露

みんな気を
つけてや～！
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毎日の育児いかがでしょうか？
 〇やましなお誕生おめでとう事業

　１歳までの乳児のいるご家庭に、お近くの民生児童委員・主任児童
委員が訪問し、「子育てサロン」などの子
育て支援情報と、子育てを応援している
協賛事業者からのプレゼントを無料で
お届けします！

お申込みの流れ

区子どもはぐくみ室ホームページまたは電話で申込み

↓

お近くの民生児童委員・主任児童委員から連絡（訪問日程の調整）

◆民生児童委員・主任児童委員って？
　厚生労働大臣からの委嘱を受け、地域の子どもたちが元気に安
心して暮らせるよう、子どもの見守り活動や子育てに関する相談等
の支援を行っています。
※民生児童委員は、地域のお年寄りや障害のある方、生活困窮の方
等の相談や支援にも取り組んでいます。

↓

ご自宅にお伺いして子育て支援情報とプレゼントをお届け！

↓
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素敵なプレゼント（４品）

農薬・化学肥料不使用の野菜詰め合わせと小冊子
【イチバンボシギフト実行委員会】

切り干し大根と喫茶ドリンクチケット　
【（社福）オリーブの会】

カフェのご利用チケット１枚
【北隣館Cafe Green／
　コミュニティーカフェNOAH】

「ひびきといく」の指人形
【京都橘大学】

申込・問合せ　区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（電話592-3259）

～引越しの季節になりました～
 〇区役所を日曜日臨時開所します

３月25日、４月１日・８日　午前９時～正午
取扱業務　 ①転入・転出・転居届・戸籍の届出、②印鑑登録・抹消の

申請、③住民票の写し・印鑑登録証明書等の発行　など
　※３月25日（日）のみ、マイナンバーカード・通知カードの交付を実施
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【事前予約制】　
区マイナンバー担当（区役所⑨窓口）（電話606-1602）に電話　
受付：平日の午前８時30分～午後５時
　※ 税関係証明書の発行など、一部取り扱われない業務があります。ま
た、上記の取扱業務でも他機関の閉庁等のため、対応できない場合
があります。

その他の窓口
　・ エコまちステーション（転入者へのごみの分別・有料指定袋に関
する説明）

　・ 上下水道局営業所の臨時相談窓口（上下水道の使用開始・中止・
名義変更等）

問合せ　区市民窓口課（電話592-3094）　
　　　　山科エコまちステーション（電話366-0184）　
　　　　市上下水道局お客さまサービス推進室（電話672-7733）

住民票の写し等の証明書発行はターミナル証明書発行コーナーが
便利です
場所　地下鉄 山科・四条・竹田・北大路駅／阪急 桂駅
時間　平日　午前８時30分～午後７時　
　　　土・日曜日　午前８時30分～午後５時
　　　（祝日・振替休日・年末年始は休み）
問合せ　
市地域自治推進室 市民窓口企画担当（電話222-3085）
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自治会・町内会に加入して地域の輪に加わろう！

～３・４月は「地域力アップキャンペーン月間」です～
　「遠くの親戚より、近くの他人」というように、災害時など、いざと
いうときに頼りになるのはご近所さんです。
　お引越しの機会に、自治会・町内会に加入し、地域活動に参加し
てみませんか？

※  日曜開所日に、特設コーナーで、防災マップや町内会のチラシ等をご
用意してお待ちしています！
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇情報掲示板

保険・年金

■国民健康保険・後期高齢者制度からのお知らせ

＜保険料を特別徴収により納めている方へ＞
　平成30年２月時点で平成29年度分保険料を特別徴収により納付さ
れている方は、原則、平成30年度分保険料も、引き続き特別徴収により
納めていただきます。

総人口／ 134,610人
　男性／ 63,672人
　女性／ 70,938人
世帯数／61,129世帯
平成30年2月1日現在
（山科区推計人口）
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＜就職・引越しのシーズン  国保の届出もお忘れなく＞
　次のような場合は国保の届出が必要です。該当したときから14日以
内に問合せ先へ届出をしてください。
［国保に入るとき］
　①退職などで職場の健康保険や国保組合をやめたとき。
　②入国及び他の市町村で国保の方が転入したとき。
［国保をやめるとき］
　①就職などで職場の健康保険や国保組合に入ったとき。
　②出国及び他の市町村に転出するとき。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

＜３月は平成29年度分保険料の最後の納付月です＞
　保険料の滞納がある場合は至急納付してください。保険料の納付が
困難な事情がある場合は、問合せ先までご相談ください。
　夜間開庁日：３月29日（木）19:30まで
問合せ先　区保険年金課徴収担当（電話592-3107）

■高額医療・高額介護合算療養費制度の受付を行っています
　医療保険と介護保険の両方を利用している場合、毎年８月からの１
年間にかかった負担額を合算し、限度額を超えた分を返還する制度で
す。
　返還手続は、平成29年７月31日時点で加入中の医療保険・介護保険
で、それぞれ行う必要があります（後期高齢者医療制度にご加入の方は
保険年金課での手続きのみで可）。手続きの詳細は下記までお問い合
わせください。
ご加入の保険 受付・問合せ先
京都市国保
後期高齢者医療

区保険年金課保険給付・年金担当
（電話592-3109）

介護保険 区健康長寿推進課高齢介護保険担当
（電話592-3290）
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健康・長寿

■献血のお知らせ
日　程 時　間 場　所

３月26日（月） 10:00～11:30
12:30～16:00

勧修小学校
（勧修時東栗栖野町）

問合せ先　区健康長寿推進課地域支援担当（電話592-3214）

■成人・妊婦歯科相談
日時　３月23日（金）9:00～10:30
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
費用　無料
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）
問合せ先　区健康長寿推進課健康長寿推進担当（電話592-3222）

福　祉

■京都市重度障害者タクシー利用券の継続交付
　現在お持ちのタクシー利用券の有効期限は３月31日（土）までです。
４月以降も引き続き必要な方は、３月23日（金）以降に、平成30年度分の
交付申請を行ってください。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。
必要なもの　  身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手

帳、印鑑（スタンプ印不可）
問合せ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）
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子育て

■ひとり親家庭に対する自立支援給付金事業等
　ひとり親家庭の親の就業に向けた能力開発のために、①～③の給付
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を受講する場合、受講費用の一部を
支給します。
支給額　受講費用の最大60％（上限20万円、下限１万2,000円）。
申し込み方法　受講申し込み前に問合せ先へ
②高等職業訓練促進給付金等事業
　看護師、介護福祉士等の資格取得のため、法令の定めによる養成機
関で１年以上のカリキュラムを修業した場合、申込月以降の修業期間
中（上限３年）に、給付金と修了支援給付金を支給します。
支給額　 【市民税非課税世帯】
　　　　給付金：月額10万円、修了支援給付金：５万円
　　　　【市民税課税世帯】
　　　　給付金：月額70,500円、修了支援給付金25,000円
申し込み方法　受講開始後に問合せ先へ
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を活用して養成機関に在学し、就職に有利
な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学時に入学準備金
（貸付限度額50万円以内）・就職時に就職準備金（貸付限度額20万円以
内）を貸付（要事前相談）
※<下記の要件を全て満たすと返還金は免除>
　①養成機関を修了し、資格取得した日から１年以内に就職
　②京都府内等で取得した資格が必要な業務に５年間従事
申し込み方法・問合せ先　
区子どもはぐくみ室子育て推進担当（電話592-3247）
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暮らし

■愛犬の登録と狂犬病予防集合注射のお知らせ
　生後91日以上の飼い犬の登録（生涯１回）と年１回の狂犬病予防接種
は飼い主の義務です。
　下記のとおり集合注射を実施します。都合により会場にお越しにな
れない方は、必ずお近くの動物病院で予防注射を受けてください。
費用　注射のみ：3,300円　登録と注射：6,900円

実施日 会　場 時　間
４月５日（木） 安朱小学校（正門） 14:00～14:30
５日（木） 小金塚集会所前 15:00～15:30
６日（金） 勧修小学校（正門） 14:00～15:00
６日（金） 小野自治会館 15:30～16:00
９日（月） 鏡山小学校（正門） 14:00～15:30
10日（火） 山階南小学校（正門） 14:00～15:30
13日（金） 山階小学校（南門） 14:00～14:30
13日（金） 音羽小学校（正門） 15:00～15:45
15日（日） 山科区総合庁舎 14:00～16:00
16日（月） 大宅小学校（南門） 14:00～14:45
16日（月） 大塚自治会館 15:15～16:00
17日（火） 百々小学校（東門） 14:00～15:30
18日（水） 花山中学校（正門） 14:00～15:30

問合せ先　医療衛生センター南東部方面担当（電話746-7213）

■大宅中学校夜間校庭開放　平成30年度使用登録団体を募集
使用時間　19:00～21:00
申し込み方法　３月31日（土）まで
対象　社会人スポーツ団体
費用　500円（１時間）
施設で行える種目　ソフトボール、グラウンドゴルフ、フットサルなど
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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■原動機付自転車、軽自動車等の廃車申告等はお早目に
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税され
ます。譲渡、廃棄、盗難等により、原動機付自転車や軽自動車等を所有し
ていない場合は、３月30日（金）までに廃車および異動の申告をしてく
ださい。同日までに申告がない場合、平成30年度以降も課税されます。
※軽自動車や排気量が125㏄超のバイクを転出や譲渡により他府県ナ
ンバーに変更する場合、本市への税の廃車申告も必要
＜申告および問合せ＞
原動機付自転車
小型特殊自動車

山科税務センター（電話592-3112）　
市納税推進担当（電話213-5467）

軽自動車（３輪・４輪） 軽自動車検査協会京都事務所
（伏見区竹田向代町51-12）（電話050-3816-1844）

125㏄超
250㏄以下の
バイク

廃車時 京都府軽自動車協会
（伏見区竹田向代町51-5）（電話691-6516）

廃車以外の
変更時

京都運輸支局
（伏見区竹田向代町37）（電話050-5540-2061）

250㏄超のバイク 京都運輸支局
（伏見区竹田向代町37）（電話050-5540-2061）

相　談

相　談 日　時 問合せ

弁護士による
京都市民法律相談

毎週水曜日
（閉庁日を除く）
13:15～15:15

区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

※予約（問合せ先に電話または来所）
相談日の週の月・火曜日8:30～17:00
相談日当日8:30～14:45　※定員12名（先着順）
司法書士による
無料登記・法律相談

４月10日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

無料行政相談 ４月12日（木）
13:30～16:00

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

３月20日（火）
４月17日（火）
13:30～16:00

京都府行政書士会
第６支部事務局
（電話692-2500）

※相談場所はいずれも区役所２階第２会議室
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東部文化会館（電話502-1012）

■「マンドリンとコーラス　春たけなわコンサート＠エコム」
出演　 日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブル　コーラスグループ

「プラタナス」　
日時　３月24日（土）14:00～16:30（開場13:30）
費用　無料　
申し込み方法　不要

山科図書館（電話581-0503）

■大人向け整体体操
日時　３月23日（金）11:00～

■Head shouldersで遊ぼう！
英語の歌や読み聞かせ他
日時　３月24日（土）14:30～

■赤ちゃんの会－だっこくらぶ－
絵本の読み聞かせ、手あそび
日時　４月２日（月）11:00～

■おたのしみ会
絵本の読み聞かせ、紙芝居
日時　４月14日（土）11:00～

■赤ちゃんの会 －トコトコくらぶ－
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、手あそび
日時　４月16日（月）11:00～
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■テーマ図書の展示と貸出
３月　一般書「歌・楽器演奏にチャレンジ」 絵本「ありがとう」
４月　一般書「チェンジ－新しい自分探し－」 絵本「おかいもの」

移動図書館（電話801-4196）

■「こじか号」巡回
３月26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
３月28日（水）
10:00～10:40 場所　大塚小
11:00～11:40 場所　大宅小

 〇地域消防最前線
　平成29年、山科区では放火（疑いを含む）による火災が12件発生し、こ
れは京都市内の放火火災の約32％に当たります。放火火災を防止する
ために、次の５つを心掛けてください。
①家のまわりには燃えやすい物を置かない。
②家の中に侵入されないよう戸締りをきちんとする。
③夜間、外の照明を点灯するなど家の周りを明るくする。
④放火を素早く発見するための機器を設置する。
　例：センサーライト、炎センサー
⑤放火を防ぐための地域活動に積極的に参加する。
問合せ　山科消防署（電話592-9755）
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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「区民ギャラリー」 「山科義士まつり写真コンクール」
　たくさんのご応募ありがとうございました

～ふれあい“やましな”2018 区民ふれあい文化祭～
区民ギャラリー「ふれあいやましな賞」受賞作品

＜受賞作品を展示します＞
日　時 内　容 場　所

～３月30日（金）まで
9:00～19:00
休館日（火曜）を除く

一般の部入賞作品 東部文化会館
ギャラリーエコム

～３月28日（水）まで 中学生以下の部 アートロードなぎつじ
（地下鉄「椥辻」駅構内）

絵画

「陽だまりの刻」
山田 和夫さん

一般の部 小学生・中学生の部 保育園・幼稚園の部

「いきもののくに」
阿部 莉月さん

「お話の絵『ライオンのめがね』」
渡邊 明日香さん
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書道

写真　

リサイクルアート　

「天地来陽」
山中 七嘉さん

「96才が書く百人一首」
野﨑 アキさん

「なぜ泣くの」
大久保 和夫さん

「布草履」
竹本 トキさん

一般の部

一般の部

一般の部

小学生・中学生の部
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第43回 山科義士まつり 写真コンクール 入賞作品

会
長
賞

区
長
賞

大
石
神
社
賞

京
都
新
聞
賞

「義士祭」 
小藏 武三さん

「本懐への采配」
木村 靖さん

「連判状これえ！」 
八木 由美さん

「雪の朝の義士祭り」 
井原 清美さん

「婦人列と義士隊が行く」
平松 久博さん

「凛然」
吉川 浩美さん

入選

「雪中の凱旋」
廣瀬 公一さん
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作品は「山科義士まつりホームページ」でもご覧いただけます。
検索山科義士まつり

問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

 〇隨心院・はねず踊り
　平安時代を代表する女流歌人・小野小町と小町を恋い慕う深草少
将に扮した小学生が、わらべ歌にあわせて可憐、優雅に舞い踊ります。
日時　３月25日（日）
第１部　午前11時～
第２部　午後０時30分～
第３部　午後１時30分～
第４部　午後３時～
※ 24日（土）午後２時から奉納舞を
披露（拝観料：500円）
場所　大本山隨心院（小野御霊町35）
　　　（地下鉄「小野」駅下車　東へ徒歩５分）
内容　①はねず踊りの上演 ②隨心院今様の舞の上演　
　　　③石見神楽の上演 ④「小野梅園」の公開
拝観料　大人 1,000円、中学生以下 800円
　　　　（本堂拝観料、梅園入園料を含む）
問合せ　大本山隨心院（電話571-0025／メール info@zuishinin.or.jp）

「勢揃い」
市原 希望さん

「御一同毘沙門前に整列」
藤本 孝夫さん
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 〇段田安則さん、吉岡里帆さん
　サイン色紙をプレゼント!
対象　区内在住の方　
応募方法　 はがきに必要事項を記入のうえ、４月12

日（木）【必着】までにお申込みください。
＜必要事項＞
①氏名②郵便番号③住所④電話番号⑤希望する色紙の方のお名前
※はがき１枚につき１名、応募は１回のみ
当選発表　賞品の発送を持って代えさせていただきます。
申込・問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
　　　　　　　（〒607-8511　住所記入不要）

抽選で
各2名様に


