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�〇旧安祥寺川の安心・安全が大きく向上しました

　工事にご理解、ご協力いただいた関係の皆様に
深く感謝申し上げます。
　今後も、しなやかで強靭、持続可能なまちづくり
を進めてまいります。
� 京都市長　門川大作

10年に一度の大雨にも耐えられる改修工事が完了
　山科区の西側を南北に流れる旧安祥寺川は、平成16年の集中豪雨な
ど大雨の際の度重なる浸水被害が課題となっていました。旧安祥寺川
は京都府が管理する１級河川ですが、周辺地域の状況に配慮したきめ
細かな治水対策を行うため、京都市が代行して整備することとし、平成
21年度から工事に着手しました。工事は39億７千万円の事業費と９年
半の年月をかけて行い、今年３月に完成しました。

工事概要
　大雨の際には、旧安祥寺川の上流から流れ込む水を減勢池（げん
せいち）と呼ばれる25mプール５杯分に相当する施設で一旦受けと
めることにより、水の勢いを弱め、その後、旧安祥寺川の北側に建設
した地下トンネルに水を流すことで、河川の増水を抑え、氾濫を防
ぐようにするものです。
工事期間　平成21年10月～平成31年３月
事業費　39億7千万円（※国・京都府・京都市で3分の1ずつ負担）
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この他にも災害に対する河川整備の計画が進んでいます
～安祥寺川の治水対策～
　今回の工事とは別に、旧安祥寺川の東に位置する安祥寺川でも、
平成25年９月に上陸した台風18号などの大雨の際に浸水被害が発
生していることから、地下トンネルの建設を計画しています。安祥
寺川も旧安祥寺川と同様に河川管理者は京都府ですが、早期に工
事を終えられるよう、京都府と京都市で分担し、工事を実施するこ
ととしています。

問合せ　市河川整備課（電話222-3591）

上流から流れ込む水の勢いを弱め、
地下トンネルに水を送ります。

ここで、上流から流れ込む水が
旧安祥寺川と減勢池に分かれます。

長さ約２９０ｍ、直径約２．７ｍの
地下トンネルを建設しました。

工事後も旧安祥寺川の
せせらぎは、今まで通り
変わりありません。

ここで、地下トンネルの水が
旧安祥寺川と合流します。
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�〇区長就任のごあいさつ
　このたび、山科区長に就任しました吉川雅則です。
　山科は、1400年を超える歴史と豊かな自然に恵まれ、
人と人のつながりがとても温かいまちです。
　今回、このような魅力あふれるまちの区政に携われ
ることに大きなやりがいと責任を感じております。
　山科区では、「心豊かな人と緑の〝きずな〟のまち山
科」を実現するため、様々な取組を区民の皆様と共に実

施しております。
　区民の皆様との〝きずな〟を深め、山科区政の推進に取り組んでまい
りますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。

「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）

�〇楽しもう！こども商店街　「やんちゃワールド2019」
　各児童館がお店を出し、こどもたちが手
作りした商品やゲームでつくる「こども商
店街」。山科区の全児童館が出店します。
親子でご参加ください。
日時　5月18日（土）
　　　午前10時30分～午後3時
場所　京都市立石田小学校（伏見区石田森西）
費用　無料

AppStore GooglePlay

山科区長
吉川雅則
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申込み　不要
問合せ　市子どもはぐくみ局育成推進課（電話746-7610）
　　　　京都市児童館学童連盟（電話682-6260）

�〇勧修学区子育てサロン「このゆびとまれ」
平成31年度の登録開始
　「このゆびとまれ」は勧修学区社会福祉
協議会主催の親子サークルです。おもちゃ
で遊んだり、親同士でお話したり、楽しいイ
ベントも開催します。勧修学区以外の方も
ご参加いただけます。
費用　年会費（1,000円）
開催場所　フレスコ勧修店内　コミュ二ティセンター2階
開催日時　毎月第2金曜日午前10時30分から11時45分
問合せ　Konoyubitomare.k＠gmail.com（池田美千子主任児童委員）

区子どもはぐくみ室子育て相談担当（電話592-3259）

　山階学区、安朱学区、大宅学区、小野学区でも子育てサロンが開催さ
れます。詳細は区役所・各児童館で配架している「山科はぐくみだよ
り」等で御確認いただくか、区子どもはぐくみ室子育て相談担当まで。

�〇やましなGOGOカフェを開催します
　山科区では、山科に関心を持つ人が出
会い、つながることを目的に、「やましな
GOGOカフェ」を開催しています。
　山科について知りたい、興味のあること
を一緒に考えたい、山科で活動してみたい
…。そんな方にぴったりの交流の場です。
　第２回カフェでは、「子ども・若者」をテーマとして、参加者を募集し

参加費無料！
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ます。その他の回では、話し合うテーマは自由ですが、防災や観光等に
ついても話し合う予定です。ぜひご参加ください。
日時
第1回�5月18日（土）午前10時～午後0時30分
第2回�8月20日（火）午後6時30分～午後9時≪テーマ：子ども・若者≫
第3回�9月28日（土）午前10時～午後0時30分
第4回�2月29日（土）午前10時～午後0時30分
申込方法　区役所ホームページの申込フォーム、または申込先に、❶氏
名、❷年齢、❸お住まいの市区町村、❹連絡先（電話番号・Ｅメールアド
レス）を添えてお申込みください。
申込・問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）

�〇まちづくり活動を応援します
＜山科“きずな”支援事業申請団体募集！＞
　山科区では、区民の皆様による主体的なまちづくり活動を応援する
「山科“きずな”支援事業」を実施しています。山科ならではの地域力を
活かして地域の課題を解決する取組に対して、必要とする経費の一部
を対象とし、補助金を交付します。
　今年度の申請団体を募集しますので、ふるってご応募ください。
応募期間　4月11日（木）～5月20日（月）（必着）
応募方法　�応募には事前相談が必要ですので、問合せ先までご連絡く

ださい。
支援内容

区 分 対象となる活動 交付額
（限度額） 交付率

一般型 　地域団体、NPO法人、グループ等が行うまちづくり
活動や事業

30万円
以内

補助対象額の
2/3

大学
連携型

　大学の研究成果を地域に還元する事業又は学生が
地域住民と共同で地域課題の解決等を行う事業（ただ
し、調査・学術研究を主たる目的とした事業を除く）

補助対象額の
3/4

※詳しくは区ホームページをご確認ください。
申込・問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）

事前相談制
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�〇題字掲載作品決定！
　市民しんぶん１月15日号で実施した題字の募集について、専門家に
よる審査の結果、以下の皆様の作品を今月号から来年３月号まで、各月
の1面に掲載をすることに決定しました。
内田　雅峯さん　　（安朱学区）� ４月15日号掲載
清水　希々羽さん　（四ノ宮児童館）� ５月15日号掲載
若林　季織重さん　（音羽川学区）� ６月15日号掲載
内藤　登輝子さん　（大宅学区）� ７月15日号掲載
橋本　美三さん　　（陵ヶ岡小学校）� ８月15日号掲載
南　　明希姫さん　（四ノ宮児童館）� ９月15日号掲載
原野　心海さん　　（山階南児童館）� 10月15日号掲載
中村　葵音さん　　（山階南児童館）� 11月15日号掲載
木村　ちづるさん　（四ノ宮学区）� 12月15日号掲載
竹内　脩馬さん　　（四ノ宮児童館）� １月15日号掲載
橋本　道子さん　　（百々学区）� ２月15日号掲載
高山　七海さん　　（陵ヶ岡学区）� ３月15日号掲載
内田　雅峯さんの作品は、今月号に掲載していますので、ぜひご覧ください！
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3065）

�〇がん検診を受診しましょう
身体の健康チェック忘れていませんか？
がんの早期発見には、定期的にがん検診を受けることが大切です。がん
検診は区役所で受けることができます。
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区役所で実施しているがん検診
検診の種類 対　象 方　法 実施日時 受　付 事前申込 費　用

胸部検診
（結核・
肺がん
検診）

結核：
15歳以上
肺がん：
40歳以上

胸部X線
検査

毎月
第２・４
金曜日
9：00～
10：30

区役所１階
X線撮影室
前

不要

無料
（当日、問診の
結果、喀痰検
査が必要な場
合は1,000円）

大腸がん
検診 40歳以上

便潜
血検査
（検便）

毎週
火・木曜日
8：30～
11：30

区役所１階
健康長寿推
進課

不要
※ただし、事前
に窓口で検査容
器を受取りの
上、２日分の便
を採取後、受付
に提出してくだ
さい。

300円

胃がん
検診

50歳以上
受診年の12月31
日時点で偶数年
齢の方（※）
※ただし、奇数年
齢の方でも、前年
に本市胃がん検
診を未受診の場
合は受診可

バリウム
による
胃部X線
検査

毎週
火・木曜日
９：00～

必要 1,000円

また、以下の日程に限り小学校でも、がん検診（胃がん検診を除く）を受
けることができます。
※検診の種類・対象・方法・費用については、上記一覧表のとおり
実施日・実施場所　５月15日（水）勧修小学校　５月20日（月）安朱小学校

５月21日（火）小野小学校
受付時間　いずれも午後２時～３時30分
申込み　不要
問合せ　区健康長寿推進課�健康長寿推進担当（電話592-3222）

総人口／� 134,151人
　男性／� 63,454人
　女性／� 70,697人
世帯数／61,612世帯
平成30年3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）

無料行政相談 ５月９日（木）
13:30～16:00

区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

司法書士による無料登記・
法律相談

５月14日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

行政書士の市民
困りごと無料相談

５月21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、後期高齢者医療制度からのお知らせ
　保険料の納付には口座振替が便利です。口座振替をご利用いただく
と、毎月納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
申し込み方法　領収書など保険証の番号（後期高齢者医療制度の場合
は被保険者番号と徴収番号）のわかるもの、預（貯）金通帳、預（貯）金通
帳の届出印をお持ちのうえ、預（貯）金口座のある金融機関、郵便局へ。
問合せ先　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
　学生の方で、本人に前年の所得がない場合や所得が基準以下の場合
は、申請して承認されることにより、国民年金保険料の納付が猶予され
ます。（学生納付特例制度）
※申請される場合は、学生証等が必要です
問合せ先　区保険年金課�保険給付・年金担当（電話592-3109）
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■後期高齢者医療制度からのお知らせ
＜平成31年度の後期高齢者医療保険料の額・納付方法＞
❶特別徴収（年金からの引落し）の方
　平成30年度から引き続き特別徴収の方については、平成31年2月と
同額の保険料額を、4月、6月、8月の年金から特別徴収します。
　平成31年度の正式な保険料額と、10月以降の納付額については、7月
にお知らせします。
　平成31年4月から特別徴収が始まる方については、4月、6月、8月に
特別徴収する保険料額のお知らせを別途お送りします。
❷普通徴収（納付書による納付又は口座振替）の方
　平成31年度の正式な保険料額と7月から翌年3月の納付額について
は、7月にお知らせします。
問合せ先　区保険年金課�資格担当（電話592-3105）

■平成31年度介護保険料通知書の送付
　65歳以上（第1号被保険者）の方へ、介護保険料の通知書を4月下旬
までに送付します。年金からの引落し（特別徴収）又は口座振替に該当
しない方は、同封の納付書で納付してください。
　なお、平成31年2月が特別徴収（年金からの引落し）の方で、平成31年
度の介護保険料に変更のない方は、7月に通知書を送付します。
　平成29年中に一時的な所得があり、平成30年度の保険料が大きく増
加した方は、申請により8月以降の年金からの特別徴収額（仮徴収額）
を変更できる場合があります。申請は5月中に問合せ先にて手続を行っ
てください。
問合せ先　区健康長寿推進課�高齢介護保険担当（電話592-3290）
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健康・長寿

■献血のお知らせ
日　程 時　間 場　所

4月26日（金） 10:00～11:30
12:30～16:00

百々自治会館
（百々小学校）（西野山百々町）

5月14日（火） 10:00～11:30
12:30～16:00

山科市営住宅集会所�第2棟
（西野様子見町）

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　４月26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）

暮らし

■環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」
　京都市のごみ処理施設や再資源化施設等の見学を通じて、身近なご
み問題を見つめ直し、環境にやさしいライフスタイルについて考えるバ
スツアーへの参加団体を募集します。
見学可能な施設　京都市内の指定された環境施設

（詳しくはお問合せください）
費用　無料
定員　１組30名まで（要相談）
実施期間　2020年3月31日（火）まで
申し込み方法・問合せ先　山科エコまちステーション（電話366-0184）
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■めざせ、エコイベント！
●「エコイベント登録」でエコ化をPR
●「リユース食器」導入費用を助成（※）
●分別用のリユースゴミ箱の貸し出し（無料）
※�「リユース食器」は事業者よりレンタルし、リユース食器導入費用の2
分の1（上限50万円）を助成。
申し込み方法・問合せ先　山科エコまちステーション（電話366-0184）

■ごみ減量の取組に関する助成制度
❶コミュニティ回収登録団体等の募集
対象　�自主的に古紙類・古着類等を回収する10世帯以上で構成する

住民団体又はマンション所有者・管理会社
助成額　住民団体：年額上限15,000円（応募時期により異なる）

�マンション所有者・管理会社：管理マンションの1棟目は
15,000円、以降8棟目まで5,000円ずつ加算（応募時期により異
なる）

申し込み方法　�2020年3月31日（火）までに問合せ先で配布の申請書に
記入し提出。

団　体 場　所
住民団体 山科エコまちステーション（電話366-0184）

マンション所有者・管理会社 市まち美化推進課（電話213-4960）

❷使用済てんぷら油回収登録団体等の募集
対象　�家庭から排出される使用済てんぷら油を定期的に回収する団

体・個人
助成額　年間基本額5,000円（応募時期・回収拠点数により異なる）
申し込み方法　�2020年3月31日（火）までに問合せ先で配布の申請書に

記入し提出。
問合せ先　山科エコまちステーション（電話366-0184）
❸落ち葉等堆肥化活動団体の募集（全市で7団体）
対象　落ち葉等の堆肥化を行う概ね10世帯以上で構成する住民団体
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助成額　年間上限50,000円
申し込み方法　�2020年2月28日（金）までに問合せ先で配布及びホーム

ぺージで公開の申請書に記入し提出。
問合せ先　山科エコまちステーション（電話366-0184）

山科図書館（電話581-0503）
「子ども読書の日」記念事業（4/1～4/30）

■おたのしみ会
日時　4月20日（土）11:00～

5月18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

■外国語で遊ぼう！
日時　4月27日（土）14:30～
外国語の歌や絵本の読み聞かせなど

■講演会「大人こそ絵本を」
日時　5月11日（土）10:30～
講師：大角洋子氏（元プール学院大学名誉教授）

■赤ちゃんの会　ーだっこくらぶー
日時　5月13日（月）11:00～
絵本の読み聞かせとふれあいあそびなど

■山科文学探訪
日時　5月19日（日）13:00～
区内の文学ゆかりの地を散策
申し込み方法　5月5日（日・祝）9:30より山科図書館に電話または来館
にて受付
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移動図書館（電話801-4196）
■「こじか号」巡回
４月22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
４月24日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小
11：00～11：40　場所　大宅小

�〇ゴールデンウィーク中のごみの収集について
　ゴールデンウィーク中のごみの収集は、４月29日～５月３日・６日の
祝日・休日も通常通り実施します。
問合せ　山科まち美化事務所（電話573-2457）

�〇2019年�春の全国交通安全運動
運動期間　5月11日（土）～5月20日（月）
スローガン　新元号�無事故で迎える�京の春
運動重点
◦�子供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
◦�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
◦二輪車の交通事故防止
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�〇5月は赤十字運動月間です
　日赤は国内外における自然災害等発生
時の救護活動をはじめ、救急法等各種講習
の普及、輸血用血液の安定供給など、人道
的使命を果たすために活動しています。こ
れらの活動は皆様からお寄せいただく活
動資金によって支えられています。こうした幅広い活動を継続し、更に
充実させていくため、日赤の活動資金にご協力いただきますようお願い
いたします。
問合せ　日赤京都府支部（電話541-9326）

区まちづくり推進担当（電話592-3088）

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

�〇京都市市民憲章推進者区長表彰
　市民憲章は私たち市民が守る
べき行動の指針を示したもので、
今も暮らしの中に根付いていま
す。
　山科区では、この市民憲章を率
先して実践していただいている区
民の皆様20名と、1団体を表彰しました。



17

個人の部
飯田　葊子さん（勧修学区）
窪田　英夫さん（勧修学区）
米田　　弘さん（勧修学区）
粟津　圭市さん（鏡山学区）
佐々木洋子さん（鏡山学区）
中尾　　力さん（鏡山学区）
小西　章子さん（音羽学区）
安岡　忠男さん（音羽学区）
青木　泰夫さん（安朱学区）
小田　晃三さん（安朱学区）
河村　利高さん（安朱学区）
浅野　雅子さん（大宅学区）
坂口美保子さん（大宅学区）
倉橋　修さん（山階南学区）
南口　茂一さん（山階南学区）
桺生　昌保さん（百々学区）
楳田　靖子さん（大塚学区）
澤熊　範子さん（大塚学区）
平井　清子さん（大塚学区）
白石日出文さん（西野学区）

団体の部
坂上田村麻呂公園愛護協力会（勧修学区）
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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�〇市政懇談会が開催されました
　3月5日、地域のリーダーとして、
また、区民と市政をつなぐパイプ役
としてご活躍されている山科区市
政協力委員連絡協議会の各学区会
長と門川大作京都市長との懇談会
が開かれました。
　懇談会では、連絡協議会会長会
の住友正歳代表が、「山科区は、環境や安心・安全など地域力を活かし
た取組がたいへん盛んな行政区。これからも、私達会長会がリーダー
シップを取り、区民とともにより住みやすいまちを目指して取り組んで
いきたい」と挨拶されました。門川市長からは、日ごろの取組や活動に
対するお礼と、市政の発展に向けたより一層の協力の呼びかけがあり
ました。その後、市長と参加者により、子育てや教育、長寿化、交通問題
など幅広い分野の活発な意見交換が行われました。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

地域の長年の悲願が実現！
�〇「小金塚地域循環バス」が実証運行を
開始しました
　小金塚地域を循環する「小金塚地域循環バ
ス」が京阪バス株式会社により、概ね２年間の
社会実験として新たに運行を開始しました。
　小金塚地域は、なだらかな起伏や小山の続く
丘陵地帯を開発して造られたまちです。地域で
は、小金塚自治連合会が中心となり、バス運行
へ向けた取組を平成17年から進めてきました。
今回、その長年の努力が実を結び、循環バスの
運行が始まることになりました。
　運行初日となる３月21日には、門川大作京都 藤尾・小金塚 停留所
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市長、滝尻長助小金塚自治連合会会長をはじめとする関係者の出席の
もと、地域の皆様とバスの運行を祝う出発式が盛大に行われました。
　地域の皆様の思いの詰まったバスをぜひご利用ください。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

�〇第37回山科区民ボウリング大会
　2月24日、第37回山科区民ボウリング大会が開催され、音羽体育振興
会チームが見事、優勝しました。
団体の部（1チーム12人）
優　勝　　音羽体育振興会チーム（186点）
準優勝　　百々体育振興会チーム（184点）
三　位　　勧修体育振興会チーム（166点）
個人の部
男子優勝　百々学区　　開原�　　勉さん（236点）
女子優勝　山階南学区　濱田�美恵子さん（212点）
※（�）内は各�チーム・選手の、3ゲームの平均得点（1人あたり）

�〇平成30年度山科区体育振興会連合会
グランドチャンピオン杯表彰
　3月1日、昨年度1年間に行われた市や区の各種スポーツ大会におけ
る総合成績が優秀な学区を表彰する「グランドチャンピオン杯」の表彰
式が行われ、百々体育振興会チームが優勝の
栄冠を勝ち取りました。
優　勝　百々体育振興会チーム
（第42回山科区民ソフトボール大会優勝　ほか）
第２位　山階南体育振興会チーム
（第28回山科区民ニュースポーツ祭ソフトバレーボール優勝　ほか）
第３位　大宅体育振興会チーム
（第28回山科区民ニュースポーツ祭グラウンド・ゴルフ優勝　ほか）
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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�〇憲法月間山科区憲法月間のつどい
　5月は憲法月間です。この機会に憲法が保障する人権について考え
てみませんか。
内容　�中途失明を乗り越えて、盲導犬デイリーと笑いを届ける噺家�桂�

文太さんの講演です。
※手話通訳があります。

入場料　無料
日時　5月31日（金）午後1時30分～
場所　山科区役所２階大会議室
定員　40名（先着順）
申込方法　�4月22日（月）～5月20日（月）の期間中に（土・日・祝日は除

く）電話または窓口でお申し込みください。
申込・問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

�〇子どもたちから地域の人へ「人権の花」贈呈
　2月21日、「人権の花」運動の一貫として、山
階南小学校の児童から、山階南学区自治連合
会や地域の方へ水仙の花が贈呈されました。
　「人権の花」運動は、子どもたちに、花を育
てることを通じ、協力することの大切さや命
の尊さを学び、人権尊重の精神を身につけてもらうため、京都・山城人権
啓発活動地域ネットワーク協議会が行っている取組です。
　今回贈られた水仙は、山階南小学校の子どもたちが大切に育て、見事
に咲いたものです。
　また、「人権の花」運動推進に大きく貢献したとして、京都人権擁護委
員協議会長の青田勝郎さんから、児童の皆さんに対し感謝状が送られ
ました。
　青田さんは「この活動を通じて、命の大切さを学び、思いやりの心を
養ってくれれば」と話しています。
問合せ　区総務・防災担当（電話592-3066）

桂文太氏


