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山科区は、地域の皆さんの熱心な活動により
�〇安全なまちに向けて着実に前進しています

　安心・安全なまちづくりにともに取り組んでいきましょう。
京都市長　門川大作

犯罪件数が8年間で約60％減少！

火災発生件数は半数に減少
火災発生件数
平成29年　26件　▶　平成30年　13件

交通事故発生件数も減少
交通事故発生件数
平成29年　325件　▶　平成30年　261件
交通事故による死亡者数
平成29年　3人　▶　平成30年　2人
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犯罪件数（刑法犯認知件数）の推移
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地域での様々な取組

しかし、特殊詐欺は増加しています
家の電話が鳴ったら…
まずは特殊詐欺を疑ってください！
特に役所、警察、銀行などを名乗る電話には要注意！
平成30年は18人の方が計2,654万円の被害にあわれています

山科区内の特殊詐欺被害状況
　 平成28年 平成29年 平成30年

被害件数 11件 16件 18件

被害金額  9,877万円 2,357万円 2,654万円

防犯カメラの増設子ども見守り活動 防犯パトロール

消防団による
巡回パトロール

青色防犯パトロール車
によるパトロール
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特殊詐欺の被害を防ぐ電話があります！
着信があると…
警告メッセージが流れます。
※機能は一例です。

　山科防犯協会では、特殊詐欺の被害を防ぐ電話を購入いただい
た場合に、補助金を支給しています。
補助金額　2,000円
申込期間　平成31年3月31日まで
　購入店舗は「京都府電気商業組合加盟店」に限ります。
　詳しくは山科防犯協会（山科警察署内）電話575-0110までお問合
せください。

「やましなプラス＋」ダウンロード（無料）、iTunes 
AppStoreまたはGooglePlayで「やましなプラス」と
検索するか、下記QRコードからアプリをダウンロー
ド（無料）

AppStore GooglePlay

「この電話は特殊詐欺防止のため録音しています。」
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�〇第17回やましな栄誉賞受賞者決定
　「やましな栄誉賞」はスポーツ、文化および産業の各分野において活
躍され、全国的に「山科区」の存在をアピールすることに功績がある該
当者がおられた場合、山科区民の総意として表彰しているものです。
　今回「やましな栄誉賞」には清水焼団地が造成された当初からこの地
の窯で独自の陶芸を創り上げ、現在も新しい作品を生みだされている
陶芸家の森野泰明さんが選ばれました。また、「やましな栄誉賞　特別
賞」には倉義和さん、遠山悠希さん、豊山就介さん、ミュージックアンサ
ンブルVIVOの皆さんが選ばれました。

授賞式
（ふれあい“やましな”2019区民ふれあい文化祭内で実施）
日時　２月24日（日）午前10時50分～
場所　東部文化会館ホール
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）

「やましな栄誉賞」受賞者

森野�泰明（もりのたいめい）�さん（陶芸）
＜略　歴＞
昭和９年　京都市生まれ
昭和33年　京都市立美術大学卒
平成８年　京都府文化賞功労賞
平成11年　京都市文化功労者
平成19年　日本芸術院賞
平成22年　日本陶磁協会賞・金賞
平成27年　京都府文化賞特別功労賞
現　　在　日本芸術院会員、日展顧問、
　　　　　国際陶芸アカデミー会員

森野さんの作品
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「やましな栄誉賞　特別賞」受賞者

倉�義和（くらよしかず）�さん（野球）
＜略　歴＞
百々小学校、山科中学校卒業。平成９年 ドラフト５位で
広島東洋カープ入団。平成28年 現役を引退。
現在 同球団で二軍コーチとして活躍。

豊山�就介（とよやましゅうすけ）�さん（水泳）
＜略　歴＞
山科中学校３年生。第８回 ジュニア・パンパシフィッ
ク大会（2018）日本代表。

遠山�悠希（とおやまはるき）�さん（サッカー）
＜略　歴＞
山科中学校３年生。EAFF U15ボーイズトーナメント
2018 日本代表として選出。バル・ド・マルヌU-16国際
親善トーナメント2018 日本代表として選出。

ミュージックアンサンブルVIVO（音楽）
＜略　歴＞
平成15年 山科区内の幼稚園保護者仲間４名でグループ
結成。平成30年 山科の歴史や情景を歌詞に謳った楽曲

「ふるさとやましな」を演奏。
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�〇ふれあい“やましな”2019区民ふれあい文化祭

　区民の皆さんの、日ごろの文化芸術活動の成果を発表していただく場
として、「ふれあい“やましな”2019 区民ふれあい文化祭」を開催します。
日時　２月24日（日） 午前10時30分～午後5時頃
場所　東部文化会館
内容　●区民ギャラリー：絵画・書道・写真・リサイクルアートの展示

●区民芸能フェア：ダンス・演奏・舞踊等の披露
●お茶席（一席300円）
　（午後４時終了。完売した場合、その時点で終了）

費用　入場無料
問合せ　ふれあい“やましな”実行委員会事務局（区まちづくり推進担

当（電話592-3088））

ごみの行方を探検しよう！
�〇ごみ減量エコバスツアー参加者募集

この事業は家庭ごみの有料指定袋の収入を活用しています
　私たちの生活と切っても切り離せないごみ。暮らしに身近なごみ問
題を見つめ直し、ごみ出しマナーやごみ減量に取り組むきっかけとし
て、ごみ処理施設の見学会を開催します。
日時　３月19日（火）午後１時10分～４時（集合午後１時）
集合場所　山科区総合庁舎前広場
見学先　エコランド音羽の杜（伏見区醍醐上山田）
費用　無料
対象　山科区在住又は通勤・通学されている方
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（小学生以下は保護者同伴に限る。）
定員　30名（先着順）
申込み　２月19日から３月５日までに、京都いつでもコールへ必要事

項を添えてお申し込みください。
《必要事項》代表者の氏名・住所・郵便番号・電話番号・同
伴者人数・区外在住の場合には、区内に通勤・通学の旨をお
知らせください。
なお、FAXの場合は、「山科区民ごみ減量エコバスツアー」と明
記してください。

申込先　京都いつでもコール（電話661-3755）（FAX 661-5855）
※おかけ間違いにご注意ください

問合せ　山科エコまちステーション（電話366-0184）

�〇こころ静かに写経・写仏体験！
～読む、書く…脳を動かし健康生活～
　平安の女流歌人、小野小町ゆかりの隨
心院で写経・写仏に取り組み、静かなひと
ときを過ごしませんか。
内容　写経又は写仏体験
対象　50歳以上の山科区民
定員　各回12名（先着順）
日時　１回目 ３月８日（金）
　　　２回目 ３月18日（月）

時間はいずれも午前９時30分～正午（受付開始午前９時）
※各回内容は同じです。

集合場所　真言宗 大本山 隨心院（山科区小野御霊町35）
費用　1,000円（当日お支払いいただきます。）

※写経・写仏に必要な道具は準備します。
申込み　２月15日（金）～３月１日（金）の期間に必要事項を添えて、電

話・FAX・Eメールにてお申込みください。

参加者には、隨心院で写経・写仏が特別料
金（ 1,500円）で体験できるオリジナル体験
証を進呈！
※同伴者１名まで利用可能
※ 有効期限　平成31年４月～翌年３月末限り
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必要事項　❶氏名（ふりがな）・年齢　❷電話番号　❸同伴
者がいる場合は全員の氏名（ふりがな）・年齢　❹参加希望日

申込・問合せ　京都いつでもコール（電話661-3755）（ FAX：661-5855）
※おかけ間違いにご注意ください。
Eメールは「京都いつでもコール」と検索していただき、
指定の送信フォームをご利用ください。

主催　やましな輝きプロジェクト実行委員会
（区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222））

総人口／ 134,295人
　男性／ 63,499人
　女性／ 70,796人
世帯数／61,612世帯
平成30年1月1日現在

（山科区推計人口）

�〇情報掲示板

相　談
相　談 日　時 問合せ先

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
３月12日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

無料行政相談 ３月14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19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）

※ いずれも区役所 2階 第２会議室で実施
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保険・年金

■国民年金　こんなときには届出を
　日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第1号被保
険者として加入していただく（第2号又は第3号被保険者の方は除く。）
ことになります。
　第１号被保険者に該当する方で加入の届出がまだの方は、至急届出
をしてください。
　加入の届出をしなかったり、保険料を未納のままにしておいたりする
と、国民年金を受給できなくなる場合があります。
国民年金第1号被保険者に該当するとき
● 20歳になったとき
● 会社などを退職し、厚生年金の資格を喪失したとき
● 第3号被保険者が厚生年金被保険者の扶養からはずれたとき
問合せ先　区保険年金課 保険給付・年金担当（電話592-3109）

健康・長寿
■成人・妊婦歯科相談
　お口の健康をチェックしてみませんか？
　お口のことで困ったことがあったらご相談ください。
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
日時　２月22日（金）
受付時間　9：00～10:30
場所　区役所 １階 健康長寿推進課
申し込み方法　不要
費用　無料
問合せ先　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）
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子育て
■児童扶養手当・特別児童扶養手当について
　手当は、請求された月の翌月分から支給されます。（１）（２）ともに所
得等の制限があります。詳しくは問合せ先まで。
（１）児童扶養手当
　児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしてい
ない子どもが養育される家庭（ひとり親家庭等）の生活の安定と自立の
促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給され
る手当です。
児童の年齢�18歳に到達以後最初の３月31日までの児童
手当額（月額）�前年の所得額（手当の受給者が児童の母（父）の場合、児
童の父（母）から受け取った養育費の８割相当額を含む。）に応じて支給
額が決まります。

全部支給 一部支給
児童１人 ４２,５００円 １０,０３０円～４２,４９０円
児童２人 ５２,５４０円 １５,０５０円～５２,５２０円

※ ３人目以降の児童は、１人増えるごとに所得額に応じて3,010円～
6,020円が加算されます。
問合せ先　区子どもはぐくみ室 子育て推進担当（電話592-3247）
（２）特別児童扶養手当
　特別児童扶養手当は、中程度以上の知的・精神・身体障害のある児
童を家庭で養育している父母、又は父母に代わってその児童を育てて
いる人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手
当です。
児童の年齢 20歳未満の児童
手当額（月額） 障害の程度に応じて対象児童1人につき
１級　５1,700円
２級　３４,４３0円
問合せ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）



13

■プレママ・パパ教室
　すべての赤ちゃんの健やかな成長と、お母さんお父さんのサポート
のために、「妊娠期からの子育て支援」を行っています。教室で、生まれ
てくる赤ちゃんのこと・子育てのことを一緒に考えてみませんか。全３
回の教室です。
内容　❶妊娠中のこと、お産のこと【助産師】

　交流会【保健師】
❷赤ちゃんのいる生活、沐浴体験【保健師】
❸ 赤ちゃんとお母さんの食事と歯の話【栄養士、歯科衛生士】
　地域の子育て情報【保健師等】

対象　妊娠中の方とそのご家族 
日時　❶３月８日（金）、❷３月15日（金）、❸３月22日（金）

いずれも13：30～15：30
場所　❶❷区役所 2階 第1会議室

❸区役所 1階 子どもはぐくみ室多目的室
申し込み方法　不要
費用　無料
問合せ先　区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（電話592 ‐ 3259）

■乳幼児健康診査を受けましょう
　山科区役所では、お子さまの健やかな成長を見守るため、乳幼児健康
診査を実施しています。お子さまの身体や心の成長を確認する大切な
機会です。必ず受診しましょう。
　日頃気になっている些細なことも、スタッフに気軽にお声かけくださ
い。医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、心理士、保育士等のスタッフが
相談に応じます。
対象　4か月、8か月、1歳6か月、3歳3か月のお子さまと保護者
日時　対象の方に、実施の前月に個別に案内を送付します。

※ 日程変更を希望される場合は、ご連絡ください。
内容　問診、身体計測、診察、保健指導、個別相談（栄養・歯科・育児）等
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※ 1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査では、歯科健診、心理相
談（必要な方）も実施します。

場所　区役所 １階 子どもはぐくみ室
費用　無料
問合せ先　区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（電話592-3259）

お知らせ
■水道の使用開始・中止の連絡はお早めに！
　お引っ越し等で水道の使用を開始又は中止される時は、早めの（およ
そ一週間前までに）ご連絡をお願いします。
問合せ先　上下水道局 東部営業所（電話592-3058）

■精神保健福祉講演会「こころの病とつきあいながら生きる～わかっ
てほしい私たちのこと～」
内容　講演、当事者メッセージ
講師　京都ノートルダム女子大学准教授　佐藤 純氏
日時　２月28日（木）14:00～16:00（開場13:30～）
場所　区役所 ２階 大会議室
定員　100名
申し込み方法　不要
費用　無料
主催　山科こころの健康を考える会
問合せ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）

東部文化会館（電話５02-1012）
■京都橘大学スプリングコンサート2019
　京都橘大学吹奏楽部と山科・醍醐地域の中学校の吹奏楽部が共演
するコンサートです。
日時　３月10日（日）
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（午前の部）10:30～12:30
（午後の部）15:00～17:00
費用　無料。整理券制

（2月15日（金）午前9時より東部文化会館にて配布）

山科図書館（電話５81-0５0３）
■外国語で遊ぼう！
日時　２月23日（土）15：00～
外国語の歌や絵本の読み聞かせなど

■子育て連続講座　第２回
日時　２月25日（月）11：00～

「読み聞かせのすすめ」　親子のコミュニケーションを育む

■やってみよう！「オンラインデータベースとＯＰＡＣ」
日時　２月28日（木）11：00～
新聞記事と蔵書検索にチャレンジ！
申し込み方法　来館または電話にて受付※先着８人

■子育て連続講座　第３回
日時　３月４日（月）11：00～

「乳幼児の食事について」　離乳食・幼児食のポイント

■大人向け心身体操
日時　３月14日（木）11：00～
心も身体もゆるめる体操

■おたのしみ会
日時　３月16日（土）11：00～
手話で歌おう
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■赤ちゃんの会　トコトコくらぶ
日時　３月18日（月）11：00～
親子で心身体操（心も身体もゆるめる体操）

■テーマ図書の展示と貸出
２月　一般「あったかい」児童「ねこ」
３月　一般「ガーデニング」児童「はな・木」

移動図書館（電話801-４196）
■「こじか号」巡回
２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　山階南小学校
13：00～13：40　場所　陵ヶ岡小学校
２月27日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小学校
11：00～11：40　場所　大宅小学校

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
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�〇安朱小学校とプライ小学校（マレーシア）が連携協定を
締結しました
　山科区の安朱小学校とマレーシ
アのジョホール州にあるプライ小
学校が、相互に学習を進めていくた
めの連携協定（ESDに関する教育及
び文化交流協定）を12月20日に締結しました。
　京都市とジョホール州は、ともに子ども達が地球温暖化問題について
自ら考え体験する「こども エコライフ・チャレンジ」に取り組んでおり、
平成30年度から両校でテレビ会議を通した児童交流を行っています。
　当日は、プライ小学校の一行21名が安朱小学校を訪問しました。
　協定の締結式では、プライ小学校のヨン校長と安朱小学校の加村校
長が挨拶し、その後、プライ小学校・安朱小学校両校の児童代表が「エ
コライフ・チャレンジを通して、環境保全活動を続けたい」、「二つの学
校が手を取り合うことで未来が明るくなる」と流暢な英語でスピーチす
ると、会場から感嘆の声があがりました。
　締結式終了後、山科疏水や毘沙門堂を安朱小学校の子どもたちが案
内し、給食をともにして、交流を図りました。

�〇山科区賀詞交換会を開催しました
　1月9日、日頃山科のまちづ
くりに貢献いただいている自
治連合会や各種団体など地
域のリーダーの皆様と市会
議員、府議会議員の皆様、行
政機関等105名が一堂に会し、
賀詞交換会が開催されました。
　冒頭、主催者である山科区自治連合会連絡協議会会長会を代表して
住友正歳会長から挨拶があり、その後来賓として出席された門川大作
京都市長から祝辞が述べられました。
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　鏡開きの賑やかな掛け声が会場を盛り上げ、新年を祝う華やかな雰
囲気の中、参加者は山科区の更なる発展に向けて今年も努力すること
を誓い合いました。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

地域団体とNPO法人の連携促進事業
�〇「山科中央公園活用・拠点化プロジェクト」寄附を募集中！

　京都市と京都地域創造基金では、地域団体とNPO法人が連携し、地
域の課題解決に取り組む事業について、市民の皆様から寄附を募り、集
まった寄附額と同額を助成する（上限25万円）取組を実施しています。
　この度、下記事業に対する寄附金を募集します。申込み方法等、詳し
くはホームページをご覧ください。

検索京都地域創造基金

事業名　山科中央公園活用・拠点化プロジェクト
団体名　【地域団体】山科中央公園愛護協力会

【ＮＰＯ法人】山科醍醐こどものひろば
事業概要　山科中央公園は、山科区の中心地にある地域最大の公園で

すが、区外の方や子育て世代が活用しやすい空間が少ない
ことが課題とされています。
そこで、公園や周辺団地の集会所など公共空間を活用して、
地域交流の場づくりを行います。また、より利用しやすい公
園となるよう環境整備にも取り組みます。
寄附金はワークショップ等の開催、公園清掃・環境整備に
取り組む方々の備品購入等に活用します。

寄附金募集額　25万円
問合せ　地域自治推進室 市民活動支援担当（電話222-4072）
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�〇『西勧修寺消防出張所』の運用開始について
　この度、勧修寺消防出張所は、庁舎の老朽化に伴う移転整備工事を
完了し、名称も新たに「西勧修寺消防出張所」として、１月27日から運用
を開始しました。
　この出張所には救助隊と救急隊の計２隊が配置されているほか、敷
地内に消火・救助訓練を実施できる施設を備えるなど、充実した設備
が整えられています。
住所　伏見区深草神明講谷町２番地の１
問合せ　山科消防署（電話592-9755）

第60回　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
�〇連載　区民活動きずなリレー

今を大切に生きるきっかけに～もしばなカフェ～
　誰にでも訪れる人生の最期。その時
のことを想像したことはありますか？
例えば病院で死ぬのか、自宅で死ぬのか
というのも一例。もし自分が望む状況
でなかったら？
　もしばなカフェは、「もしも…」について元気なうちから考え話し合う
ことで、今をより大切に生きることを目指しています。主催する高齢サ
ポート・山階の山田さん、森下さんにお話を伺いました。
　「人生の最期の場面では意思表示ができないこともありますが、本人
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の希望を家族が知らないことがあります。普段家族の中で「死」につい
て話すことは少なく、情報や知識不足から選択肢を知らないまま最期
を迎えてしまう現状が多いです。」
　そこで、死について考えたり、「もしも食べづらくなったら」「もしも余
命宣告をされたら」などのテーマで話し合ったりして、自分が何を大切
に考えているかという価値観に気づくことを目的にカフェを始めたと
のこと。11月の開催では22人が参加し、臨床宗教師による死生観の話を
聞き、自分の価値観について考えました。
　「参加者からは十分しゃべることができたという感想をいただき手ご
たえを感じています。もしばなカードを使うことで、価値観のような深
いテーマでも考えやすくなるので好評です。」とのこと。もしばなカード
とは、人生の最期にどうありたいか、自分自身の価値観やあり方につい
て考え、語り合うきっかけになるものです。
　「開催に先立ち開催した映画上映会は大好評で、このテーマへの関心
の高さを感じます。もしばなカフェがきっかけになり、夫婦で、家族で望
む生き方にについて話すことができれば。
　次の開催は3月18日（月）。平成31年度も継続の予定だそうです。

（京都市まちづくりアドバイザー佐藤友一） 
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）

第３回　もしばなカフェ
日時　3月18日（月）午後2時～4時
場所　区役所大会議室
費用　お茶代200円（お菓子付き）
申込み　電話583-5833（高齢サポート・山階）




