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京北地域にお住まいの方は京北出
張所 福祉担当☎852-1815へお問
い合わせください。
所得状況届､ 現況届の提出を
お忘れなく
　各手当を受けておられる方は、
期限までに問い合わせ先へご提出
ください。届出をお忘れになりま
すと、8月分以降の手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。
特別児童扶養手当:所得状況届を
8月11日（火）から9月10日（木）
までに提出
児童扶養手当:現況届を8月3日
（月）から8月31日（月）までに提出
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:現況届を8月
11日（火）から9月10日（木）まで
（消印有効）に提出
問支援課（児童扶養手当）　☎861-
1437、支援課（児童扶養手当以外）
　☎861-1451
戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の支給
　平成27年4月1日現在で、公務
扶助料や遺族年金などを受ける方
がいない場合に、戦没者等の遺族
1人に、額面25万円（5年償還）の
国債を支給。戦没者等との続柄な
どにより、一定条件あり。
　福祉介護課、京北出張所にて平
成30年4月2日まで請求受付。
問福祉介護課　遺族援護担当
　☎861-1410　
京都府健康福祉部福祉・援護課
　☎414-4616

国民健康保険、後期高齢者医療
制度からのお知らせ
　入院や高額な外来受診により高
額療養費が見込まれる方は、「限度
額適用認定証等（認定証）」を申請
により交付します。
要保険証、印かんなど
内①医療費が世帯の自己負担限度
額まで②入院時の食事代が減額
（市民税非課税世帯の方）
■国保加入70歳未満の方
保険料滞納の場合、①が適用され
ない場合あり
■国保加入70歳～74歳の方およ
び後期高齢者医療加入の方
市民税課税世帯の方は、申請不要。
（高齢受給者証、または後期高齢者
医療被保険者証を医療機関へ提出）
問保険年金課 保険給付・年金担当
　☎861-2064

保 健
胸部（結核・肺がん）検診、
大腸がん検診
時・所9月7日（月）・常磐野小学校、
9月11日（金）・嵐山小学校　
いずれも14時～15時30分
※無地の肌着・Tシャツ1枚であれ
ば着たまま胸部X線撮影可。混雑
緩和のため、簡易な服装でお越し
ください。
問健康づくり推進課　成人保健・
医療担当　☎861-2177
献血にご協力ください。

　夏の暑い中、献血者の確
保が困難です。ぜひ献血に
ご協力ください。

日時 場所

8/21	（金）	10:00～12:00、
13:00～15:00

嵐山
小学校

9/2	（水）	10:00～12:00、
13:00～15:00

御室
小学校

9/3	（木）	10:00～12:00、
13:00～15:00

西院
小学校

9/16	（水）	10:00～12:00、
13:00～15:00

梅津
小学校

問健康づくり推進課　管理担当
☎861-2176

　「おとな」によるバ
ンドライブ。ロックや
ポップス、フォークな
どのコピー・カバー
を楽しむ「大人力」を
持ったアマチュアバン
ド7組が熱いステー
ジを披露します。
時8月30日（日）15時～18時（14時30分開場）
所右京ふれあい文化会館ホール
定448名（申込不要・先着順）　¥無料

　うた、ダンス、紙芝居など親子で楽しめるコ
ンサート。
時9月13日（日）11時～11時45分（10時30分
開場）
所右京ふれあい文化会館　創造活動室
定100名
¥ 前売500円（ 3歳以上）当日600円（前売券
残の場合販売）※全席自由/当会館窓口にてチ
ケット発売中

　お口は全身の健康に大きく影
響しています。この機会にお口
の健康を考えてみませんか？
時9月26日（土）13時30分～16時　
所サンサ右京2階　保健センター　
内歯とお口の健康相談、ブラッシ
ング指導、お口の細菌観察、フッ
化物洗口、マウスガード相談、禁
煙・卒煙相談、人形劇など
【200名限定】むし歯リスクテス
ト、簡易歯周病検査
¥無料　申不要
問健康づくり推進課　成人保健・医療担当
　☎861-2177

京都市立病院出前講座
「今どきの乳がん治療」
　乳がんについての
最新情報などを医師
が分かりやすく解説し
ます。
時9月17日（木）
14時～15時30分
所京北出張所（京北合
同庁舎3階ホール）
対右京区在住の方
定先着100名（申込不要）
問京北出張所保健担当　☎852-
1816　京都市立病院地域医療連
携室　☎311-5311

文 化
右京中央図書館
特集コーナー
8月「食べて夏に勝つ」「戦争の記
憶」「京の自然といきもの」
9月「考えるということ」「京の戦
争と災害」
問右京中央図書館　☎871-5336

移動図書館　こじか号 

8/22	（土）10:30～12:00	 京北合同庁舎前
9/2	 （水）13:10～13:40	 嵯峨小学校
9/3	 （木）13:00～13:50	 高雄小学校
9/7	 （月）11:00～11:40	 西京極小学校
9/7	 （月）13:00～13:40	 葛野小学校
9/11	（金）10:10～10:40	 宕陰小・中学校
9/11	（金）10:50～11:20	 愛宕ゆうこうの郷
問移動図書館　☎801-4196

その他
瞬発力トレーニング講座
時8月26日（水）
18時30分～
20時30分
所市民スポーツ
会館	体育室
内瞬発力を発揮
するための正しい姿勢とトレーニ
ング方法を紹介
定70名（先着順）
¥無料
申8月24日（月）までに電話または
インターネット（「京都市体育協
会」で検索）
講師福原祐介氏<日本トレーニン
グ指導者協会認定トレーニング指
導者（JATI-ATI）>
問（公財）京都市体育協会
　☎313-9134

問ひとり親家庭等医療、老人医療、重度心身障害者医療…福祉介護課　☎861-1411
　重度障害老人健康管理費…保険年金課　☎861-2064

問市地域福祉課・児童家庭課合同分室　☎251-1123

制度名（適用開始） 対　　象 支給内容

ひとり親家庭等医療
（申請日から）

次のいずれかに該当（所得制限あり）
①生計を一にする父または母のない18歳到達後最初の3月31日までにある児童
②①の児童と生計を一にする母または父
③両親のいない児童と、その児童を扶養する20歳未満の方など

健康保険の自己負担分

重度心身障害者医療
（申請月の初日から）
重度障害老人健康管理費
（申請月の翌月から）

次のいずれかに該当（所得制限あり）
①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
②知能指数（IQ）が35以下の方
③3級の身体障害者手帳を持ち、知能指数（IQ）が50以下の方
＊重度障害老人健康管理費は、後期高齢者医療制度の資格がある方が対象。

（重度心身障害者医療）
健康保険の自己負担分

（重度障害老人健康管理費）
後期高齢者医療の自己負担分

老人医療
（申請月の初日から）

65歳以上70歳未満で
■昭和25年8月1日以前にお生まれの方は、
次の①または②に該当（所得制限あり）
①所得税が課税されていない世帯
②所得が基準額以下で、次のいずれかに該当
（ア）寝たきり　（イ）一人暮らし　（ウ）同居者が親族のみで、全員が60歳以
上、18歳未満または一定の障害がある方の世帯

■昭和25年8月2日以降にお生まれの方は、
所得税が課税されていない世帯

健康保険の自己負担分の一部
を助成

（※健康保険の自己負担分3割
を2割に軽減）

制度名 対　　象

子
ど
も
医
療

◆平成27年8月末まで
0歳から小学校6年生までの方
（所得制限なし）

◆平成27年9月から
0歳から中学校3年生までの方
（所得制限なし）

支給内容
1医療機関での自己負担限度額

♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬

　申請には、健康保険証、印かん
が必要です。（制度により身体障
害者手帳、戸籍謄本など）
■老人医療は、昭和25年8月2日
以降生まれの方から対象要件が
変わります。
■子ども医療は、平成27年9月
から中学校3年生まで対象拡大
します。詳細は、8月1日号市民
しんぶん全市版をご覧ください。

福祉医療制度を受けるには
申請が必要です

対
象

現行制度（8月末まで） 9月から対象拡大

0～2歳 3歳～小学6年生 中学1～3年生

入
院 月額200円

通
院

月額
200円

月額3,000円
※複数の医療機関への支払額合計が 

3,000円を超えた場合は、超えた分
について別途払戻し申請必要。

主催京都市/（公財）京都市音楽芸術文化振興財団
問京都市右京ふれあい文化会館　☎822-3349
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市民創造ステージ in 右京
心に響く、おとな BAND SESSION 2015
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～アニマルワールドへ、ようこそ!～

歯のひろば

福 祉
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