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�〇いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように
　2025年には高齢者（ 65歳以上）の約５人に１人
が発症すると言われる認知症。認知症が原因で
行方不明になる方が増加しています。行方不明
時の早期発見と安全確保のためには、地域の皆様の見守りが重要です。
　山科区では認知症高齢者を支える取組として、高齢サポート（地域包
括支援センター）や各学区の社会福祉協議会等、地域団体と連携した認
知症高齢者への「声かけ訓練」を行っています。

問合せ　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）

　認知症の特徴や対応の仕方などを学
び、認知症「声かけ訓練」を体験します。

　必要に応じて警察に通報し、協力を
得る体験もしました。

　道で迷っている方など、困っている
様子を見かけたら、さりげなく声をかけ
て困り事などを確認します。

　小学生も、高齢者への「声かけ訓練」
に取り組み、困っている高齢者に気が
付いたら、近くの大人に伝えることなど
を学びました。
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～知っておきたい！認知症の方を支えること～
この人、認知症かも？
まちで不自然な様子の高齢者を見かけたら…
そんなときのワンポイント
❶�あいさつで反応を見る
❷�「何かお困りですか？」など優しく言葉をかける
❸�「何かお困りですか？」など困っていることを聞いてみる
❹�行き先、身元の確認をしてみる

やましなカエルネットワーク
　現在いる場所がわからなかったり、自宅に
帰れなくなった高齢者をサポートする取組
です。
　カエルマークとQRコードが記載された
シールを衣服やカバンに身に着けてもらい、
QRコードを読み込むことで、関係機関への
連絡先が表示され、身元が確認できる仕組み
です。
問合せ　やましな認知症サポート連絡会

（担当：高齢サポート日ノ岡）（電話595-5575）

相談窓口
　ご家族や地域の高齢者で認知症などにより心配な方がおられる場合
は、次の窓口までご相談ください。
❶かかりつけ医
　まずは医療機関で早期の診断を受けることで、介護サービスの利用
など、将来の生活に備えることができます。
❷高齢サポート（地域包括支援センター）
　介護・福祉・健康・医療など様々な面から総合的に支援する、京都
市が運営委託している公的な相談窓口です。
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　音　羽〈音羽・音羽川・大塚学区〉　電話595-8139　
　山　階〈安朱・山階・西野学区〉　　電話583-5833
　勧　修〈山階南・百々・勧修学区〉　電話595-7736
　大　宅〈大宅・小野学区〉　　　　　電話572-6660
　日ノ岡〈陵ヶ岡・鏡山学区〉　　　　電話595-5575
❸山科区認知症初期集中支援チーム
（医療法人社団�洛和会�洛和会音羽リハビリテーション病院内）
（電話582-5535）
　看護師、精神保健福祉士、社会福祉士などの専門職と専門医師により
認知症の早期発見と早期対応を目指し活動する、京都市が委託してい
るチームです。認知症についての相談、支援などを行います。
❹山科区役所�健康長寿推進課
高齢福祉、健康づくり（電話592-3222）、介護保険（電話592-3290）�
　介護保険や高齢福祉サービス、健康づくりに関することなど、保健福
祉に関する行政の窓口です。

「やましなプラス＋」ダウンロード（無料）、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）※通信料は利用者負担

AppStore GooglePlay
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�〇令和２年度使用登録団体を募集します！
大宅中学校夜間校庭開放事業

　昼間にスポーツをする時間がない
社会人の皆様にスポーツを楽しんで
いただくとともに、地域のスポーツ振
興を図るため、大宅中学校で夜間校庭
開放事業を実施しています。施設を利
用し、スポーツで心地よい汗を流して
みませんか。
使用時間�　午後７時～９時
対象　社会人スポーツ団体　

※ ご利用には、事前に体育振興会の推薦を得た登録申請書の提
出が必要です。推薦については、お住まいの学区の体育振興
会にお問合せください。

費用　500円（１時間）
申込方法　登録申請書を区まちづくり推進担当までご提出ください。
問合せ　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

施設で行えるスポーツ
ソフトボール、グラウンドゴルフ、フットサルなど

�〇Kotochika�山科がリニューアルオープン！
　地下鉄山科駅構内の「Kotochika山科」に、この度、“食”を中心とした
３店舗が新たにオープン！昨年11月には山科駅前地下道がリニューア
ルされるなど、活気に満ち溢れている地下鉄山科駅。この機会にぜひ

「Kotochika山科」にお越しください！
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営業中
SIZUYA
カルネやビーフカツサンドなど看板メニューが
ある創業約70年の京都で愛されるベーカリー。

SIZUYA�COFFEE�STAND
志津屋の新業態のカフェ店舗。コーヒーなどの
ドリンク類のほか、パンなどの軽食メニューも
ご提供。

3月31日（火）オープン
豆�藤
滋賀県大津市創業の惣菜店。その時々の旬の
素材で「ふだん使いのおいしい惣菜」をご用意。
豆藤で、税込500円以上お買い上げの方に、特典
を進呈！（なくなり次第終了）
問合せ　市交通局 営業推進室（電話863-5068）

３月29日、４月５日、４月12日
�〇日曜日にも転入・転出等の手続きができます

日　時 3月29日（日）、4月5日（日）、4月12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

※一部取り扱わない業務（税関係証明書の発行など）があります。
※ ３月29日（日）は、マイナンバーカードの交付も併せて行います（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）にお問合せください。
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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
（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
払いのお申込み・上下水道料金のお支払い）

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）

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、国民の休日、年末年始を除く。）

問合せ　市地域自治推進室 市民窓口企画担当（電話222-3085）

�〇不動産（空き家等）活用相談窓口を新規開設します！
　令和2年度から山科区役所に不動産（空き家等）活用相談窓口を新た
に開設します。
　市内に不動産（空き家等）を所有する方や管理者を対象として、地域
の空き家相談員に不動産（空き家等）の活用方法等について相談してい
ただけます。
開催日　毎月第1火曜日開催（5月、11月を除く。）

第１回：4月7日（火）午後1時30分～3時
場　所　山科区役所2階　第2会議室
申込み　不要（先着順）
問合せ　市まち再生・創造推進室（電話222-3503）
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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。
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
対　象　生後4か月までの赤ちゃんのいる全ての家庭
費　用　無料
申込方法　赤ちゃんがお生まれになったら、母子健康手帳に挟み込ま

れている出生通知書（はがき）をご提出ください。
※ 出生通知書のご提出がない場合も、電話連絡・訪問をさ

せていただく場合があります。
問合せ　区子どもはぐくみ室 子育て相談担当（電話592-3259）

�〇隨心院�はねず踊り
　山科に春を告げるきらびやかで優雅な舞「はねず踊り」を開催します。
日　時　3月29日（日）

❶午前11時～❷午後0時30分～（今様の舞の披露のみ）
❸午後1時30分～❹午後3時～
前日3月28日（土）午後2時から能の間にて奉納舞披露（拝観
料500円）

場　所　大本山 隨心院境内（小野御霊町35）
公共交通機関でお越しください。

費　用　大人：1000円　
中学生以下：800円 （本堂拝観料、梅園
入園料を含む）

主　催　はねず踊り保存会・大本山隨心院
問合せ　大本山隨心院（電話571-0025　Email：info@zuishinin.or.jp）
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�〇「京都はぐくみ憲章」実践推進者表彰を受賞
　2月7日、「京都はぐくみ憲章（子ど
もを共に育む京都市民憲章）」の実践
活動に関して、他のモデルになる活
動や特色ある活動に取り組む団体に
対し、令和元年度「京都はぐくみ憲章」
実践推進者表彰が行われ、山科区内
で子育て支援活動に取り組む６団体が「はぐくみアクション賞」を受賞
されました。
〈受賞団体名（各団体の活動）〉
●安朱学区 民生児童委員協議会（安朱ティーカップサロン）
●大宅学区 民生児童委員協議会（にこにこ広場）
●小野学区 民生児童委員協議会（子育てサロン）
●子育て支援サークル「きママっず」※
●山階学区 民生児童委員協議会（山階ほっとサロン）
●山科子育て応援団※
　※団体名と活動名が同一。
問合せ　区子どもはぐくみ室 子育て推進担当（電話592-3247）

総人口／ 134,243人
　男性／ 63,605人
　女性／ 70,638人
世帯数／62,490世帯
令和2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）

無料行政相談 4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

4月14日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（電話241-2666）

※ いずれも山科区役所２階 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、引越しのときは国保の届出をお忘れなく
　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った月まで遡って納

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
●令和2年2月に平成31年度（令和元年度）保険料を特別徴収（年金か
らの引落し）により納めていただいている方は、原則、令和2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。
　4月、6月、8月の各月は、令和2年2月と同額を特別徴収により納めて
いただき（これを「仮徴収」といいます。）、国保は6月に、後期高齢者医療
制度は7月に決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を10月、
12月、翌年2月の3回に分割して納めていただくことになります（これを

「本徴収」といいます。）。
問合せ先　区保険年金課 資格担当（電話592-3105）
●今月は、平成31年度（令和元年度）分保険料の最後の納付月です（特
別徴収を除く）。
　納付書により保険料を納付されている方は、これまでの分も含め、納
付忘れにご注意ください。
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
●山階献血会
日時　3月26日（木）9:30～12:00　13:00～15:30
場所　マツヤスーパー山科三条店前
●大宅献血会
日時　3月31日（火）10:00～12:00　13:00～16:00
場所　イオンタウン山科椥辻駐車場
問合せ先　区健康長寿推進課 地域支援担当（電話592-3214）

■歯周疾患予防健診
　京都市では「歯周疾患予防健診」を節目の年齢の方対象に行っています。
対象　市内在住の満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方（年1回）
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受診方法　 受診される前に、指定医療機関に日時等をご確認の上、受診
してください。

費用　500円（免除制度があります。お問合せください。）
必要なもの　年齢が確認できる物（健康保険証、運転免許証 等）
問合せ先　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）

■成人・妊婦歯科相談
　一度、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ればご相談ください！
対象　18歳以上の方、妊産婦の方
日時　3月27日（金）9：00～10：30
費用　無料
申し込み方法　不要
場所　山科区役所１階 健康長寿推進課
問合せ先　区健康長寿推進課 健康長寿推進担当（電話592-3222）

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、次の1～4の給付金事業等を実施しています（いずれも所得制
限あり）。詳しくは問合せ先までお問合せください。
※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�
　厚生労働大臣指定の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。

（※） 専門資格の講座を受講する場合の支給上限額は、最大80万円（ 20
万円×修業年数（最大4年））

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
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関で１年以上の課程を修業する場合に、修業期間中（原則上限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7万500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。

（※）修業の最終1年間は、月額4万円が加算
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
終了時に受講費用の最大60％（上限15万円（※））を支給します。

（※） 受講修了時給付金が10万円を超える場合の支給額は10万円
問合せ先　区子どもはぐくみ室 子育て推進担当（電話592-3247）

福　祉

■京都市重度障害者タクシー利用券の継続交付
　3月25日（水）から令和2年度分のタクシー利用券の交付申請ができ
ます。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
付します。5月以降に申請すると交付枚数が減りますのでご注意くださ
い。なお平成31年度（令和元年度）利用券の有効期限は3月31日（火）です。
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。）
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❷ 印鑑（スタンプ印は不可）
申し込み方法・問合せ先　区障害保健福祉課（電話592-3479）

お知らせ

■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。以下の日程で令和2年度狂犬病予防の集合注射
を実施します。日時・場所をよくご確認の上、ご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）　：3,400円

未登録の方（登録と注射の料金）：7,000円
※ 今年度から料金が変更になっておりますので、ご注意ください。

実施日 会　場 時　間

 ４月２日（木） 
安朱小学校（正門） 14：00～14：30

小金塚集会所前 15：15～15：45

 ３日（金）
勧修小学校（正門） 14：00～15：00

小野自治会館 15：30～16：00

 ５日（日） 山科区総合庁舎 14：00～16：00

 ６日（月） 鏡山小学校（正門） 14：00～15：30

 10日（金）山階南小学校（正門） 14：00～15：30

 14日（火） 
音羽小学校（正門） 14：00～14：40

山階小学校（南門） 15：20～16：00

 15日（水） 陵ヶ岡小学校（北門） 14：00～14：45

 16日（木） 百々小学校（東門） 14：00～15：30

 17日（金） 花山中学校（正門） 14：00～15：30

 20日（月） 
大宅小学校（南門） 14：00～14：45

大塚自治会館 15：15～16：00

問合せ先　医療衛生センター 南東部方面担当（電話746-7213）
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■引越しのご連絡はお早めに！
　引越し等で水道の使用を開始又は中止される時は、あらかじめ（およ
そ1週間前までに）ご連絡をお願いします。
問合せ先　市上下水道局 東部営業所（電話592-3058）

東部文化会館（電話502-1012）
■�令和元年度文化芸術活性化パートナーシップ事業教育プログラム�
｢京都橘大学吹奏楽部スプリングコンサート2020｣を開催します。

　パートナー団体である京都橘大学吹奏楽部と、その演奏指導を受け
た、山科・醍醐地域の中学校吹奏楽部によるコンサートです。
日時　3月20日（金・祝）13：30～
場所　東部文化会館 ホール
申し込み方法　不要
費用　無料

■�令和２年度ロームシアター京都×京都市文化会館5館連携事業�
�｢紙のサティさん�from�ポーランド｣を開催します。

日時　5月5日（火・祝）❶11：00～ ❷15：00～（各50分）
対象　乳幼児と保護者（未就学児は保護者同伴）
場所　東部文化会館 創造活動室
費用　大人：1,000円、子ども（18歳以下）：300円
申し込み方法　 3月15日（日）より同会館窓口、ロームシアター京都及び

京都コンサートホールのチケットカウンターにて発売。

山科図書館（電話581-0503）
■おたのしみ会
日時　3月21日（土）11：00～
内容　絵本の読み聞かせ他
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■外国語で遊ぼう！
日時　3月28日（土）14：30～
内容　外国語の歌や絵本の読み聞かせ他

「子ども読書の日記念事業」（4月1日（水）～4月30日（木））

■赤ちゃんの会―だっこくらぶ―
日時　4月6日（月）11：00～
内容　絵本の読み聞かせやふれあいあそび他

■おたのしみ会�
日時　4月11日（土）、18日（土） 11：00～
内容　絵本の読み聞かせ他

■テーマ図書の展示と貸出
3月　一般書「断捨離」　児童書「さよなら」
4月　一般書「新社会人に贈る」　児童書「はる」

移動図書館（電話801-4196）
■「こじか号」巡回
3月25日（水）
10：00～10：40　場所　大塚小学校
11：00～11：40　場所　大宅小学校
3月30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
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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「ふれあいやましな賞」受賞作品
山科義士まつり写真コンクール入賞作品決定
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）

〈受賞作品展示場所・期間〉
内　容 日　時 場　所

一般の部
入賞作品

～3月26日（木）まで
午前9時～午後7時

※休館日（火曜日）を除く

東部文化会館
ギャラリーエコム

中学生以下の部
入賞作品 ～3月26日（木）まで アートロード椥辻

（地下鉄「椥辻」駅構内）

ふれあい“やましな”2020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
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一般の部

小学生・中学生の部 

保育園・幼稚園の部

絵画
「せんせいあのねたんじょうびに

プールへいったよ」
百々小学校１年 
山口 煌太さん

書
道

「
初
雪
銀
世
界
」

山
科
中
学
校
３
年

池
田 

真
梨
さ
ん

絵画
「だるま」

すみれ幼稚園３歳児
杉野 心花さん

その他
「プルトップ“２３７１”」

佐賀 明美さん

絵画
「サイタ・サイタ」

河内 美智子さん

書
道

「
小
野
小
町
」

川
島 

博
子
さ
ん
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第45回山科義士まつり�写真コンクール入賞作品

京都新聞賞大石神社賞

山科義士まつり実行委員会会長賞

入選

「歴史を繋ぐ」
桑原 秀樹さん

「「夜明けに響くときの声」
居原田 晃嘉さん

「
心（
き
も
ち
）を一つ
に
」

岩
崎 

泰
大
さ
ん

「
少
年
忠
臣
蔵
」

舟
山 

周
さ
ん

山科区長賞

「「父子と桜」
舟山 周さん

「秋色に染まる毘沙門堂」
加藤 誠司さん
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第66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

山科疏水の緑のもと、清水焼やクラフトを楽しんで～山科森の見世棚市～
　山科疏水沿いの緑地公園は、桜や紅葉
のシーズンはもちろん、四季を通じて散
歩の人が訪れる緑あふれる空間。その疏
水沿いの御陵エリアで開催されている

「山科森の見世棚市」をご紹介します。
　市を実施する運営委員会代表の中村
さんにお話を伺いました。

「この市では、清水焼をメインに、木工や彫金などの手仕事によるクラフ
トを展示販売しています。緑の美しい疏水沿いを散歩しながら、職人や
作家が作った器や作品にふれていただけます。」
　ご主人が清水焼の職人という中村さん。結婚して住むことになった
山科が、実は清水焼の産地だということが、なかなか知られていないの
が残念だったとのこと。清水焼団地では盛大な陶器市が行われますが、
もっと身近に器を手に取れる機会があれば、と考えている時に出会っ
たのが、疏水沿いで里山保全活動が行われている「みささぎの森」です。
　ボランティアにより維持されている里山と、その麓を静かに流れる疏
水の空間に魅了された中村さんは、仲間とここで市をすることにしまし
た。美しい緑に囲まれ、時間がゆっくり流れているようなこの空間なら、

「刀に誓って」
椎野 邦明さん

「勝ち鬨見学」
加藤 雅樹さん

「イマドキ遥泉院」
森 高広さん
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単なる展示販売だけでなく、職人や作家の思いがお客さんに伝わるよ
うな市ができるのでは、と。
　平成29年の秋、疏水に隣接する「みささぎの森」の中で初の市を試行
開催し、翌年の春、ついに疏水沿いの緑地公園に会場を広げ開催。
　クラフトを中心とした市は若い世代に人気ですが、ここでは散歩の
ついでに覗いてくれる方が多く、老若男女幅広い層が訪れたそうで
す。回を重ねるうちに、レジャーシート持参でくつろぐお客さんも増え、
ゆったりと楽しめるのがこの市の特徴のようです。
　こだわりのポイントをお聞きしました。「独立したばかりの若手作家
や職人まで、様々な方に出店してもらっています。手仕事が好きな人の
ためにワークショップも開催するなど、作り手と買い手を結ぶ場になる
よう試行錯誤しています。」当初は春秋の年2回開催でしたが、秋はたく
さんあるイベントを避けると晩秋になってしまうので、今後は春の暖か
い時期のみに開催するそうです。
　次回の開催は4月26日（日）。「疏水沿いは素敵なところ。散歩ついで
に清水焼やクラフトをお楽しみください。」と中村さん。疏水を通り抜け
る風を感じながら、ゆっくり市で過ごしてみてはいかがですか。
 （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）

〈開催情報〉
日時　4月26日（日）午前10時～午後4時
場所　みささぎの森・東山自然緑地
問合せ　koyori.kyoto@gmail.com


