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市政情報総合案内コールセンター
京都いつでもコールお

知
ら
せ

■平成23年度分の市・府民税の証明は６月１日
から

　平成23年度分の市・府民税の課税証明書、所

得証明書及び納税証明書は、６月１日から交

付します。請求される場合には、本人確認書

類(運転免許証、パスポート、年金手帳など)

をご持参ください。また、どの種類の証明書

が必要か、提出先などに十分ご確認ください。

問合せ　市民窓口課　☎861-1372
■冷蔵倉庫用の家屋に係る固定資産税・都市計

画税評価額の見直しについて
　固定資産評価基準の改正により、主たる用

途が「冷蔵倉庫用のもの（保管温度が摂氏 10

度以下に保たれる倉庫）」の家屋について、平

成24年度課税分から評価額が見直される場合

があります。

　冷蔵倉庫（冷凍庫が内部に設置されている倉

庫は除く）の可能性がある家屋を所有されて

いる方は、固定資産税課へご相談ください。

＊実地調査が必要となる場合があります。　

問合せ　固定資産税課　☎861-1976
■５月31日は、軽自動車税の納期限です
　納期限を過ぎると、延滞金がかかることが

ありますのでご注意ください。

　市税の納付には、便利で確実な口座振替を

ご利用ください。

問合せ　〈課税内容・納付相談〉
　　　　市納税推進課　☎213-5467
　　　　〈口座振替〉
　　　　市納税推進課　☎213-5466

■国民健康保険料の納め忘れはありませんか
　保険料の負担の公平性を保つため、災害そ

の他の特別の事情がなく保険料を滞納してい

る世帯に対しては、財産等について調査し、財

産を差し押さえます。保険料の滞納がある場

合は、至急納付してください。

問合せ　保険年金課　☎861-2041
　　　　京北出張所福祉担当　☎0771-52-1815
■平成23年度　京都市高校進学・修学支援金
対象　生活保護世帯を除く市民税非課税世帯

の高校生など（審査あり）

支給額　年額14万4千円

申込み　福祉介護課で配布及び京都市ホーム

ページ（京都市情報館）に掲載の申請書類を６

月１日～平成24年３月31日に、郵送で市地域

福祉課へ。

＊市民税非課税の母子・父子・児童・障害者・

長期療養者世帯（生活保護世帯を除く）の高

校新１年生を対象とした入学支度金の受付

は、６月30日まで。

問合せ　京都いつでもコール ☎661-3755
　　　　（受付　８時～21時　年中無休）
　　　　子ども手当、子ども医療及び高校進学・
　　　　修学支援金専用窓口　☎251-1123

■献血
　５月19日　西京極小学校

　10時～12時、13時～15時

問合せ　健康づくり推進課　☎861-2176
■乳幼児歯科相談（無料・要予約）
対象　就学前の乳幼児

日時　６月14日　８時45分～10時

場所　サンサ右京２階　右京保健センター

問合せ　健康づくり推進課　☎861-2179
■胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
５月16日　西院小学校

　　20日  西京極小学校

　　25日　西院中学校

６月３日  西京極西小学校

　　８日  梅津小学校

いずれも14時～15時30分 

問合せ　健康づくり推進課　☎861-2177　
■朝食ばんざ～い！おばんざい☆
　朝食は、一日の始まりに欠かせない大切なエ

ネルギー源です。朝でも栄養をバランスよく食

べるコツをお伝えします。しっかり朝食を摂っ

て、元気で健康な一日を過ごしましょう。

日時　６月14日

　　　10時～12時30分（受付　９時50分～）

場所
サンサ右京２階　右京保健センター栄養指導室

内容　講話と調理実習、会食、交流

参加料　500円

持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタオル

対象者　右京区在住の18歳以上の方

定員　24名（先着順）

申込み　６月１日　８時30分～

問合せ・申込み　健康づくり推進課　☎861-2177

■右京消防団総合査閲の実施
　火災や大規模な災害が発生したときは、消防

署と協力して災害防御活動を行い、平常時は火

災予防の呼び掛けなど、昼夜問わず活動する消

防団。右京消防団総合査閲では、区内の24消防

分団約650名が、消防訓練礼式や消防操法訓練

など日ごろの訓練の成果を披露します。

日時　５月22日　８時～11時ごろ

場所　太秦小学校グラウンド

問合せ　右京消防署　☎871-0119
■６月５日～11日は、危険物安全週間です
　セルフ給油所では、次のことに注意して給油

しましょう。

○車の燃料の種類を確認する

○静電気の除去を確実にする

○ライターやたばこなどは使わない

○ガソリンや軽油は容器に詰めない

スローガン　
　危険物無事故のゴールは譲れない！
問合せ　右京消防署　☎871-0119
■東日本大震災などに係る避難者登録について
　東日本大震災などの被災者で右京区に避難さ

れている方に、避難前にお住まいの県や市町村

から各種の給付や手続などのお知らせをお届け

できるよう、全国的な取組が進められていま

す。区内に避難してお住まいの方、また、避難

している方をご存じの方は、総務課へお問い合

わせください。

問合せ　総務課　☎861-1772

■右京中央図書館
平　日　10時～20時30分

土日祝　10時～17時（火曜日休館）

特集コーナー
５月「明日に残したい風景」「憲法」「右京探訪」

６月「食育ノススメ」「環境」

　　「新聞の中の京都～新聞記事スクラップ～」

問合せ　右京中央図書館　☎871-5336
■移動図書館　こじか号　巡回中
５月28日  10：30～12：00  京北合同庁舎前
６月１日  13：10～13：40  嵯峨小学校
　　２日  13：00～13：50  高雄小学校
　　６日  11：00～11：40  西京極小学校
　　　　  13：00～13：40  葛野小学校
　　10日  10：10～10：25  水尾柚子茶屋駐車場
　　　　  10：45～11：00  愛宕ゆうこうの郷
　　　　  11：10～11：40  宕陰小・中学校
問合せ　移動図書館　☎801-4196

■私道の舗装・補修工事助成制度
  市では、私道の舗装新設工事や補修工事（舗

装工事に付帯して行う排水施設（Ｌ型街
が い

渠
き ょ

）の

新設工事及び補修工事を含む）に助成をしてい

ます。助成を受けるには、いくつかの条件があ

りますので、土木事務所・区役所で配布する手

引きをご覧ください。助成率は、75％です。

申請期間　５月16日～８月31日

問合せ・申込み　西部土木事務所　☎871-6721
京北地域にお住まいの方は、市調整管理課京北
分室（京北合同庁舎内） ☎0771-52-1819
■地上デジタル放送（地デジ）受信のための支援
（簡易チューナーの給付など）

　７月24日でテレビのアナログ放送が終了しま

す。地デジを見るためには、地デジ対応テレビ

への買換えやチューナーの取付けなどが必要と

なります。市民税非課税世帯（①）、ＮＨＫ受信

料全額免除世帯（②）を対象に、受信支援（簡易

な地デジ対応チューナーの無償給付等）が行わ

れています。

申込期限　７月24日

問合せ
①世帯全員が市民税非課税である世帯の方
総務省地デジチューナー支援実施センター
☎0570-023-724
②ＮＨＫ受信料全額免除世帯（生活保護及び中
国残留邦人等支援給付を受けている世帯又は障
害のある方がいる世帯で、かつ世帯全員が市民
税非課税である世帯）の方
総務省地デジチューナー支援実施センター　
☎0570-033-840

税

文　化

暮らし

安心・安全
福祉・健康

右京区役所 ☎861－1101（代表）
〒616－8511  右京区太秦下刑部町12
http://www.city.kyoto.lg.jp/ukyo/

右京区役所 検索

区役所からのおしらせを発信しています。
「おこしやす！区長の部屋へ」も更新中！
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ご来庁の際は、公共交通機関をご利用ください。
時間は24時間制の表記です。

受付時間　午前8時～午後9時（年中無休）
☎ 661-3755、FAX 661-5855
電子メール（以下のホームページから）
パソコン　http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/　　
　　　　　page/0000012821.html
携帯電話　http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/


