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〇多くの区民の皆様等からご意見をいただき
未来の山科のための戦略を策定しました！
住んで、働いて、訪れて、楽しく美しいまち・山科へ！
戦略名
「京都刑務所敷地の活用を核とする未来の山科のまちづくり戦略」

この戦略に基づき、共々に
山科の未来を切り拓いてまいりましょう。
京都市長　門川大作

　京都市では、山科が子どもや孫の世代になっても、活力に満ちたまち
であり続けるためのまちづくりの方向性を示す「戦略」を本年２月に策
定しました。

戦略の策定に当たっては
●学識経験者、地元代表者等の皆様が参画する「山科の未来を語る懇
談会」で議論を重ねました。
●山科区内全13学区の自治連合会会長の皆様への説明会でご意見を
いただきました。
●昨年11月から12月にかけて市民意見募集（パブリック・コメント）を
実施しました。この結果、500名近い方からご意見が寄せられ、多くの
賛同をいただきました。

　この戦略では、京都刑務所周辺など、５つのポイントとなるエリアを
取り上げていますが、これらの地域をはじめ、山科区全体が将来にわ
たって活性化するよう取組を進めていきます。
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市民意見募集（パブリック・コメント）結果概要
募集期間　平成30年11月9日～12月10日
意見者数　487人
京都刑務所敷地の活用を核とするこの戦略に
・肯定的な意見が７割以上
・否定的な意見は約１割

戦略のポイントとなる５つのエリアと取組の方向性

京都刑務所周辺エリア
山科活性化の起爆剤として、京都刑務所敷地の活用案を国に提案、要望

山科駅前エリア
駅周辺商業施設の店舗構成等の検討により、さらなる賑わいを創出

山科団地エリア
子育て世帯優先入居枠の拡充や、大学との連携等による入居者等を対
象とした居場所づくり事業等により、高齢化が進む団地を活性化

新十条通沿道エリア
本年４月からの京都高速道路新十条通の無料化後の状況等を踏まえ、
賑わい創出に向けた土地利用の促進や、交通量増加への対応を検討

山科区東南部エリア
外環状線・地下鉄小野駅に近接するこのエリアでは、道路等の都市基
盤の整備状況も踏まえ、地域のまちづくりのあり方を検討
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〈期待される効果（例）〉
●安全・安心で良好な
　居住環境の整備
●居住イメージの向上

●芸術家・職人と学生との交流による、
　多様な感性による創作活動の促進
●優秀な芸術家や担い手の育成

山科のイメージを大きく変革し、
かつ、新たな魅力を創造するため、
これらのうち、複数の機能・施設を導入

（単一ではなく複合的な活用）

〈期待される効果（例）〉

緑豊かで潤いとゆとりのある良質な住宅

山科で連綿と継承される伝統産業や地元農産物等を
活かした、文化・ものづくりの体験・交流・発信施設

高度かつ先進的な防災機能を備えた
オープンスペース 学生、区民が学び、集い、交流でき、

災害時の屋内の避難所にもなる大学等の教育施設

生活の利便性を高め、
賑わいを創出する
商業施設

〈期待される効果（例）〉

●研究者・技術者と学生との
　交流による新たなイノベー
　ションの創出
●優秀な人材の育成

世界トップクラスの研究者・技術者が
集い、AIなど最先端の研究開発を行
う研究機関・企業や、ベンチャー企業
等を支援するインキュベーション施設

〈期待される効果（例）〉
●地域の雇用の創出
●職住近接の環境整備
●居住イメージの向上

子育て層、高齢者層など
区民の安心な生活を支える
福祉・子育て支援施設

京都刑務所敷地の活用案

京都刑務所敷地の活用案

京都市では、区民の皆様とともにこの戦略を着実に進めていきます
この戦略は市ホームページ京都市情報館に掲載するほか、区役所に冊
子を配架します。
問合せ　市プロジェクト推進室（電話222-3984）
　　　　区総務・防災担当（電話592-3066）
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「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）

３月24日、３月31日、４月７日
〇日曜日にも区役所で転入・転出等の手続きができます
日　時 3月24日（日）、3月31日（日）、4月7日（日）いずれも午前9時～正午

取
扱
業
務

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 印鑑登録・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

※らくらく窓口証明書交付サービスや税関係証明書の発行など、一部取り扱いのない業
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。

※３月31日のみ、マイナンバーカードの交付も行います（事前予約制）。
事前予約については、区市民窓口課マイナンバー担当（電話606-1602）
までご連絡ください。
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）
上下水道局臨時相談窓口（使用開始・中止・名義変更、口座振替及び
クレジットカード継続払いの申込み、上下水道料金の支払い）
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）

AppStore GooglePlay
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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）

マイナンバーカードをお持ちの方は
コンビニでも各種証明書をとることができます。
詳しくはお問合わせください。

問合せ　市地域自治推進室市民窓口企画担当（電話222-3085）

自治会・町内会に加入して地域の輪に加わろう
～３月、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？
　日曜開所日には、町内会のチラシ等を用意した特設コーナーを設
置します！加入手続き等、詳しくは区まちづくり推進担当まで。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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〇原動機付自転車、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（所有権留保
の場合は使用者）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29日（金）までに必ず下記の申告先に廃車及び異動
の申告をしてください。期日までに申告がない場合は、平成31年度以降
も軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。
申告及び問合せ先
●原動機付自転車（12５cc以下のバイク及びミニカー）及び小型特殊自
動車（フォークリフト、農耕作業用のものなど）
山科税務センター（軽自動車税担当）（電話592-3112）又は市税事務所
納税推進担当（電話213-5467）

●12６cc以上のバイク
京都運輸支局（電話050-5540-2061）

●３輪・４輪の軽自動車
軽自動車検査協会京都事務所（電話050-3816-1844）

〇市民しんぶん山科区版題字募集
たくさんのご応募ありがとうございました。

　市民しんぶん山科区版１月15日号で題字の募集を行ったところ、８4
名の方からご応募をいただきました。
　専門家による審査を行い、４月15日号で掲載作品を発表します。作品
は、４月15日号から来年３月15日号まで各月に１作品を掲載します。
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3065）

この題字です
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〇山科区長が一日警察署長に任命されました
　山科警察署と山科区役所が更に連携を
強化し、安全・安心なまちづくりを進め
るため、2月15日、堀池雅彦山科区長が山
科警察署の一日署長に任命されました。
　警察礼服を身に付けた堀池区長は山科
署員を前に、「高齢者を対象とした特殊詐
欺等の犯罪被害や、交通事故の防止を図
り、山科がより安心・安全なまちとなるよう、これからも連携していき
ましょう。」と声をかけました。
　その後、地下鉄椥辻駅前で特殊詐欺等の被害防止啓発活動を行いま
した。
問合せ　山科警察署（電話575-0110）

〇住宅用火災警報器は定期的に点検をしましょう
　万一の火災に早く気付き、知らせる“住宅用火災
警報器”は、古くなると電子部品の寿命や電池切れ
などにより、火災の煙や熱などを感知しなくなる恐
れがあります。
　本体の寿命は、おおむね10年です（一部5年のものもあります）。
●「自動試験機能付」のものは、機能等の寿命がきたらブザーや音声で
知らせます。

●「自動試験機能」の付いていないものには説明書等に交換期限が表示
されています。

●交換期限がわからない場合は本体に記載されている「製造年」を確認
してください。

　「高齢のため一人で取り付けられない」「体が自由に動かない」等、や
むを得ず交換が難しい場合には、消防署職員が取付のお手伝いをしま
す。詳しくは問合せ先まで。
問合せ　山科消防署（電話592-9755）
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〇こんにちは赤ちゃん訪問
　京都市では、お生まれになったお子さまの
すこやかな成長と、そのご家族のサポートの
ため、保健師や助産師等がご自宅を訪問する
「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施しています。
対象　生後4か月までの赤ちゃんのいる全てのご家庭

赤ちゃんがお生まれになったら、母子健康手帳と同時にお渡し
している出生通知書（はがき）をご提出ください。区子どもはぐ
くみ室から事前に訪問のご連絡を差し上げます。
※出生通知書のご提出がない場合も、連絡・訪問させていただ
く場合があります。

内容　赤ちゃんの体重測定、健康状態の確認
お母さんの産後の体調や生活、育児等についての相談

費用　無料
問合せ　区子どもはぐくみ室子育て相談担当（電話592-3259）

総人口／ 134,232人
　男性／ 63,482人
　女性／ 70,750人
世帯数／61,629世帯
平成30年2月1日現在
（山科区推計人口）
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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
４月９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11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

４月16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）

※いずれも区役所第２会議室で実施

保険・年金

■国民健康保険からのお知らせ
　就職、引越しのシーズンです。国保の届出もお忘れなく。
　次のようなときは国保の届出が必要です。該当したときから14日以
内に保険年金課へ届出をしてください。
「国保に入るとき」
❶職場の健康保険や国保組合をやめたとき。
❷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。

「国保をやめるとき」
❶職場の健康保険や国保組合に入ったとき。
❷市外及び国外に転出するとき。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）
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■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　今月は、平成30年度分保険料の最後の納付月です。これまでの分も
含め、納付忘れにご注意ください。
保険料を滞納していると…
●延滞金をお納めいただきます。
●給与・預（貯）金等の財産を差し押さえることがあります。
●有効期限の短い保険証、又は医療費を一旦全額お支払いいただく資
格証明書（国民健康保険のみ）を交付することがあります。
問合せ先　区保険年金課徴収推進担当（電話592-3107）

健康・長寿

■献血のお知らせ
●大宅献血会
日時　３月22日（金）10：00～11:30　12：30～16：00
場所　大宅小学校
●山階献血会
日時　３月27日（水）9：30～12：00　13：00～15：30
場所　マツヤスーパー山科三条店前
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
　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　３月22日（金）　受付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）



13

子育て

■ひとり親家庭自立支援給付金事業等について
　京都市ではひとり親家庭の親を対象※とし、就業に向けた能力開発
のため、１～４の給付金事業等を実施しています。詳しくは問までお問
い合わせください。※４のみひとり親家庭の親及び児童が対象
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した場合に、受講費用の最大
60％（上限20万円、下限１万２千円）を支給します（所得制限あり）。
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する場合に、修業期間中（上限３年）
に市民税非課税世帯で月額10万円の給付金と５万円の修了支援給付
金を、市民税課税世帯で月額７万５百円の給付金と２万５千円の修了
支援給付金を支給します（共に所得制限あり）。
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場合に、高等職業訓練促進資金として、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）を貸付します。返還金利子は、連帯保証人がいる場合は
無利子、いない場合は年１％となります。次の❶と❷のすべての要件を
満たすと、返還金は免除されます。
❶養成機関を修了し、かつ資格取得した日から１年以内に就職
❷京都府内等において、取得した資格が必要な業務に５年間従事
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
　高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合、受講
修了時に受講費用の20％（上限10万円）、試験合格時に受講費用の40％
（受講修了時と合わせて上限15万円）を支給します（所得制限あり）。
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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福　祉
■京都市重度障害者タクシー利用券の継続交付について
　平成30年度分京都市重度障害者タクシー利用券の有効期限は３月
31日（日）までです。４月以降も引き続きタクシー利用券を希望される
方は、３月22日（金）以降に、平成31年度分の交付申請を行ってください。
なお、タクシー利用券は、１月当たり４枚を基準に、申請月以降の分をま
とめて交付するため、５月以降に申請すると、交付枚数が減りますので、
御注意ください。
申請に必要なもの
❶身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（お持ちの
全ての手帳を提示してください。）
❷印鑑（シャチハタ不可）
申し込み方法・問合せ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）

暮らし
■大宅中学校夜間校庭開放事業　平成31年度使用登録団体を募集
　大宅中学校で夜間校庭開放事業を実施しています。スポーツで心地
よい汗を流してみませんか。
日時　19：00～21:00
費用　1時間500円
行えるスポーツ　ソフトボール、グラウンドゴルフ、フットサルなど
対象　社会人スポーツ団体
※ご利用には、事前の団体登録が必要です。お住まいの学区の体育振
興会にお問い合わせください。
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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■飼い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。以下の日程で平成31年度狂犬病予防の集合注射
を実施します。日時・場所を御確認の上、御都合のよい会場にお越しく
ださい。
費用　登録済の方（注射のみの料金）3,300円

未登録の方（登録と注射の料金）6,900円
実施日 会　場 時　間

 ４月４日（木）
安朱小学校（正門） 14：00～14：30
小金塚集会所前 15：00～15：30

 ５日（金）
勧修小学校（正門） 14：00～15：00
小野自治会館 15：30～16：00

 ８日（月） 鏡山小学校（正門） 14：00～15：30
 ９日（火） 山階南小学校（正門） 14：00～15：30

 12日（金）
山階小学校（南門） 14：00～14：30
音羽小学校（正門） 15：00～15：45

 15日（月）
大宅小学校（南門） 14：00～14：45
大塚自治会館 15：15～16：00

 16日（火） 百々小学校（東門） 14：00～15：30
 17日（水） 花山中学校（正門） 14：00～15：30
 19日（金） 陵ヶ岡小学校（北門） 14：00～14：45
 21日（日） 山科区総合庁舎 14：00～16：00

問合せ先　医療衛生センター南東部方面担当（電話746-7213）

山科区社会福祉協議会（電話５93-1294）
■山科ボランティアグループ連絡会研修会普通救命講習
　いざという時に備えるため、心肺蘇生やＡＥＤの使用方法等を学ぶ
研修会です。
日時　４月22日（月）10：00～12：00
費用　無料
申し込み方法　４月12日（金）までに電話で申込み
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山科図書館（電話５８1-0５03）
「子ども読書の日」記念事業（４月１日～４月30日）
■おたのしみ会
日時　４月６日（土）11：00～

４月13日（土）11：00～
絵本の読み聞かせと紙芝居、パネルシアターなど

■赤ちゃんの会　トコトコくらぶ
日時　４月15日（月）11：00～
絵本の読み聞かせとふれあいあそびなど

■テーマ図書の展示と貸出
３月　一般「ガーデニング」児童「はな・木」
４月　一般「チャレンジ（新しいことを始めよう！）」

児童「ともだち」

移動図書館（電話８01-419６）
■「こじか号」巡回
３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
３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
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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
受賞作品決定
たくさんのご応募ありがとうございました
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

ふれあい“やましな”2019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

＜受賞作品展示場所・期間＞
内　容 場　所 日　時

一般の部入賞作品 東部文化会館
ギャラリーエコム

～３月27日（水）まで9:00～19:00
休館日（火曜日）を除く

中学生以下の部入賞作品 アートロード椥辻
（地下鉄「椥辻」駅構内） ～３月27日（水）まで
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一般の部

小学生・中学生の部

絵画
「俯瞰の蠢き」
山田和夫さん

写真
「彩雲孔雀」
竹田侑生さん

リサイクルアート
「笑顔の人形達」
今井幸子さん

書道
「夏帯や一途というは

美しく」
邨和光さん

絵画
「プレイボール！！」
大宅中学校３年
川口恵大さん

書道
「歴史」

陵ヶ岡小学校６年
石川さくらさん
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保育園・幼稚園の部

第44回山科義士まつり　写真コンクール入賞作品

絵画
「運動会の玉入れ」
椥辻こども園５歳児
鵜飼陽人さん

会長賞

「威風堂々」
田中伸芳さん

山科区長賞

「出発式」
中西あすかさん

京都新聞賞

「晴れ舞台」
桑原秀樹さん

大石神社賞

「軽やかな足取りで、
到着」

岩崎泰大さん
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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、わらべ歌に合わせて山
科に春を告げるきらびやかで優雅な
舞を披露します。
日時　3月31日（日）

第一部午前11時～　　　第二部午後０時30分～
第三部午後1時30分～　第四部午後３時～
※3月30日（土）午後２時から奉納舞披露（拝観料500円）

場所　大本山隨心院境内（山科区小野御霊町35）

入選

「いざ!!」
塚本繭子さん

「夜明けを急ぐ」
居原田晃嘉さん

「四十七士12月14日」
木村靖さん

「じつに愉快じゃ」
舟山周さん

「出陣」
吉川浩美さん
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※京都市営地下鉄東西線「小野」駅下車　東へ徒歩5分
内容　❶はねず踊りの上演　❷隨心院今様の舞　❸その他
費用　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）
Eメール（info@zuishinin.or.jp）


