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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」更新中！
「右京ファンレター」コーナーもご利用ください。

8 月 ご利用ください。
ターミナル証明書発行コーナー
（地下鉄北大路駅、山科駅、四条駅、竹田駅、阪急桂駅）

お
知
ら
せ

税
■８月31日㈬は、市・府民税第２期分の納期限
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。

お問合せ　
課税内容：市民税課市民税担当　☎861-1524
納付相談：納税課　☎861-1849
口座振替：市納税推進課　☎213-5466
■省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度につ
いて
　平成20年１月１日以前から所在する住宅に

ついて、平成25年３月31日までに窓の二重サッ

シ化などの現行の省エネ基準に適合させる改

修（改修費用が30万円以上のもの）を行った場

合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、床

面積120㎡までの部分の固定資産税額が３分の

１減額されます。減額を受けるには、改修工

事が完了した日から３箇月以内に必要書類と

ともに申告していただく必要があります。

お問合せ　固定資産税課　☎861-1976

福祉・健康
■特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的
福祉手当、外国籍市民重度障害者特別給付
金の現況届の提出をお忘れなく
　これらの手当を受給されている方は、８月

11日㈭～９月12日㈪に支援課に現況届を提出
してください。期間中に届け出がないと、８

月分以降の手当を受給できなくなりますので、

ご注意ください。

お問合せ　支援課　☎861-1451
■児童扶養手当の現況届、特別児童扶養手当
の所得状況届の提出をお忘れなく
　児童扶養手当の受給者は、８月１日㈪～８
月31日㈬に「現況届」を、特別児童扶養届の
受給者は、８月11日㈭～９月12日㈪に「所得
状況届」を提出してください。期間中に届け

出がないと、８月分以降の手当を受給できなく

なりますので、ご注意ください。

お問合せ　
支援課　児童扶養手当担当　☎861-1437
　　　　特別児童扶養手当担当　☎861-1451
■「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の申
請は平成24年４月２日までです。
　戦没者等の死亡当時の遺族で、平成21年４

月１日において公務扶助料や遺族年金等を受

けていない場合に、第９回特別弔慰金として

額面24万円、６年償還の記名国債が支給され

ます。

　対象となる遺族は、次の順番により、先の

順位の方１人です。

（1）弔慰金の受給権者

（2）戦没者等の子

（3）戦没者等と生計関係を有しており、かつ、

戦没者等と氏が同じである父母、孫、祖父母、

兄弟姉妹

（4）（3）以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

（5）（1）から（4）以外の遺族で、戦没者等の死亡

時に引き続き１年以上生計関係を有していた３

親等内の親族

お問合せ・申請　福祉介護課　☎861-1404
■国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお
知らせ

　市民税非課税世帯の方は、入院時の①医療費

の窓口負担が軽減できます。また、②食事代の

減額ができます。保険年金課に保険証と印鑑を

お持ちになって「認定証」を申請し、交付され

た「認定証」を医療機関に提示してください。

　なお、国民健康保険証をお持ちの70歳未満の

方も、世帯の所得に応じて、入院時の①ができ

る場合がありますので、保険年金課にお問い合

わせください。　

＊国民健康保険にご加入の70歳未満の方で、保

険料を滞納されている場合には、上記①が適用

されないことがあります。

お問合せ・申請　
保険年金課保険給付・年金担当　☎861-2064
■献血にご協力ください。
８月31日㈬　御室小学校
10時～12時、13時～15時

お問合せ　健康づくり推進課　☎861-2176
■胸部（結核、肺がん）検診、大腸がん検診
８月24日㈬　嵐山小学校
８月25日㈭　南太秦小学校
９月13日㈫　葛野小学校
いずれも14時～15時30分

お問合せ　健康づくり推進課　☎861-2177

暮らし
■京

みやこ

カレッジ後期受講生を募集します。
　社会人のための生涯学習事業「京カレッジ」
の後期受講生を募集します。「大学講義」では

自宅のパソコンで受講できるｅラーニング科目

を開講しています。

　その他、「市民教養講座」や「キャリアアッ

プ講座」、「京都力養成コース」の４つに分類

し、教養や資格取得など、多様なニーズに合わ

せて、大学教育レベルの内容が学べます。

　詳しくは、募集ガイド（区役所、キャンパス

プラザほかで配布）などをご覧ください。

右京区内の大学で開講される科目
○京都光華女子大学・短期大学部

「京都のことば・文化・歴史」ほか14科目

○京都外国語大学・短期大学（会場はキャンパ

スプラザ京都）

「佐藤弘樹のワンポイントイングリッシュ」ほ

か25科目

出願受付
８月27日㈯まで。郵送必着
＊持参での受付は、８月20日㈯～27日㈯９時～
17時のみ

（申込多数の場合は抽選）

出願書類
①出願用紙、②会員証明写真、③その他（出願

科目による）

お問合せ・お申込
（公財）大学コンソーシアム京都　京カレッジ事業
係（〒600-8216　下京区西洞院通塩小路下るキャ
ンパスプラザ京都）　☎353-9140（月曜休館）
■右京区制80周年記念事業
　第26回右京シンポジウム～こんな時どうする～
日時　９月10日㈯14時～16時
場所　サンサ右京５階　大会議室
対象　右京区民
内容　医師による特別講演や身近な救急相談
コーナーなど

お問合せ（社）右京医師会事務局　☎872-1654
右京消防署警防課救急係　☎871-0119

■京北地域の市外局番が12月1日に「0771」か
ら「075」へ変わります。ご注意ください。
変更前　　　　　　　　変更後

0771-●●-○○○○　　075-8●●-○○○○

お問合せ　市地域づくり推進課　☎222-3049

文　化
■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
８月　「スポーツの祭典」、「平和」、「京の花鳥
　　　風月」

９月　「災害から身を守る」、「京の花鳥風月」
お問合せ　右京中央図書館　☎871-5336

■移動図書館　こじか号

８月27日㈯ 10 時 30 分～ 12 時　
　　　　　 京北合同庁舎前

９月１日㈭ 13 時～ 13 時 50 分　
　　　　　 高雄小学校

　　５日㈪ 11 時～ 11 時 40 分　
　　　　　 西京極小学校

　　　　　 13 時～ 13 時 40 分　

　　　　　 葛野小学校

    ７日㈬ 13 時 10 分～ 13 時 40 分　
　　　　　 嵯峨小学校

   　９日㈮ 10 時 10 分～ 10 時 25 分　
　　　　　 水尾柚子茶屋駐車場

　　　　　 10 時 45 分～ 11 時　

　　　　　 愛宕ゆうこうの郷

　　　　　 11 時 10 分～ 11 時 40 分　

　　　　　 宕陰小・中学校

お問合せ　移動図書館　☎801-4196

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

9 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ご来庁の際は、公共交通機関をご利用ください。

７時～19時（平日）、８時30分～17時（土、日）
証明書発行コーナー（西院西貝川町）
８時30分～17時（平日のみ）
　住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書（＊）などを発行。
　運転免許証などの本人確認書類（＊請求時は、印鑑登
録証（カード））をお持ちのうえ、請求してください。


