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保健福祉
新しい保険証は届きましたか
　新しい保険証（薄い緑色）をお届けしていま
す。古い保険証（薄いオレンジ色）は、12月
1日から使用できませんのでご注意ください。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

11月は国民健康保険料徴収強化期間です  
　国民健康保険料の相談のため、夜間・休日の開
庁日を設けています。普段はお仕事等でお越しに
なれない方も、この機会にぜひ相談にお越しくだ
さい。日時については、お問い合わせください。
問合せ保険年金課 徴収推進担当　☎ 861-2041

後期高齢者医療制度からのお知らせ
　医療機関などで支払った一部負担金が自己
負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高
額療養費として支給されます。該当される方に
は「高額療養費支給申請について（お知らせ）」
をお送りしています。
　支給には、初回のみ申請が必要ですので、お
知らせを受けた方は、下記の書類等を添えて、
お早めに申請してください。

申請に
必要なもの

「高額療養費支給申請について（お知らせ）」、
保険証、印かん、預（貯）金通帳、委任状（代理
人の方が来られる場合）

問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　☎ 861-2064

歳末特別生活相談および特別生活資金貸付
　疾病や不測の事故などのため、一時的に年越
しの生活に困っておられる世帯に対して生活
相談を行い、必要と認められる世帯に、歳末特
別生活資金の貸付けを行います。
日時

○生活相談　12月10日（月）～12月13日（木）
　　　　　　9時～11時30分、13時～15時
○生活資金貸付　12月25日（火）
場所 右京区役所５階 会議室１
　　（京北地域にお住まいの方は京北出張所）
貸付内容

○1世帯15万円まで（世帯員1人当たり３万円目安）
○担保・保証人不要、無利子
○償還2年以内（1カ月以上3カ月以内の据置
期間を含む）

必要なもの

印鑑（スタンプ印不可）、健康保険証（世帯員全員分）
など住所と家族構成を明らかにできるもの
貸付を受けられない世帯

○ボーナスなどの臨時収入があるか、他の共済
制度などにより貸付を受けられる世帯

○生活保護受給世帯
○中国残留邦人などに対する支援受給世帯
○以前に夏季・歳末貸付を受け、償還が完了し

ていない世帯（相談時点で 80％以上を償還
しており、貸付日までに全額返済した世帯
を除く）

○償還能力に欠けると認められる世帯
○市暴力団排除条例に規定する暴力団員等お
よび暴力団密接関係者の属する世帯

問合せ生活福祉課 管理担当　☎ 861-1410
京北出張所 保健福祉第一担当　☎ 852-1815

成人・妊婦歯科相談   
　歯科医師と歯科衛生士による健診、相談を行います。
日時 11月27日（火）、12月25日（火）
　　いずれも9時～10時30分受付 
場所 右京区役所 2階 【受付 55番窓口】
対象 市内在住の妊産婦および 18歳以上の方
費用 無料　＊予約不要
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

乳幼児歯科相談  
　歯科医師と歯科衛生士による健診や保健指
導。お子さんの歯と口の健康について心配なこ
とがある方はご利用ください。
日時 12月11日（火）８時45分～10時受付
　　＊2ヵ月ごと（次回は２月12日）
場所 右京区役所 2階 【受付 53番窓口】
対象 区内在住の0歳～小学校就学前のお子さん
定員 15名　＊要予約・先着順
持ち物母子健康手帳　費用 無料
申込み前日までに電話または 53番窓口
問合せ子どもはぐくみ室 子育て相談担当　☎ 861-2179

献血にご協力ください
11月26日（月）10:00～11:00

12:00～16:30
京都学園大学
（京都太秦キャンパス）

12月6日（木）10:00～12:00
13:00～15:30 西京極小学校

12月11日（火）10:00～12:00
13:00～16:00 イオンモール京都五条

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

相談（無料）
種　類 日　時 場　所

①弁護士による
　市民法律相談
＊先着12組
＊事前予約制

毎週水曜日（祝日を除く）
13:15～15:15

右京区役所
１階 相談室

★予約方法
相談したい週の月曜日（閉庁日の場合は火曜日）から
電話または来庁にて予約受付（8:30～17:00）

②行政相談委員に
　よる行政相談

12月４日（火）
13:30～16:00

右京区役所
１階 相談室

③行政書士による
　相談会

12月11日（火）
13:30～16:00

右京区役所
５階 大会議室２

問合せ①②地域力推進室 まちづくり推進担当
☎861-1264

③京都府行政書士会第3支部 ☎468-3238

文　化
右京中央図書館　特集コーナー
11 月「日本の世界遺産」「いざ古典の世界へ」

「京の古典」
12月「ふるさとを思い出す」「見つめなおす人権」

「京の縁起物・ご利益さん」
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

11月27日（火）、12月25日（火）

移動図書館こじか号
11月24日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

12月  3日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

12月  5日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
12月  6日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

12月14日（金）
10:10～10:40 宕陰小・中学校
10:50～11:20 愛宕ゆうこうの郷

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

暮らし
女性に対する暴力をなくす運動
　配偶者・パートナーからの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー
行為など、女性に対する暴力をなくす運動を実
施しています。
○パネル展示
期間 11 月 12日 ( 月 ) ～ 11月 25日 ( 日 )
場所 サンサ右京 1階区民ロビー
問合せ男女共同参画推進課　☎ 222-3091

京都ホンデリングの実施
　不要になった書籍などを寄贈いただき、その
売却代金を寄付として本市の犯罪被害者総合
相談窓口である（公社）京都犯罪被害者支援セ
ンターの犯罪被害者支援活動に役立てます。
期間 11 月 25日（日）～ 12月１日（土）
＊犯罪被害者週間にあわせて実施します。
寄贈窓口右京区役所 2階地域力推進室、市くらし安全

推進課、消費生活総合センター、ウィングス京都
＊各窓口によって実施日、受付時間等が異なりますので、
お問い合わせください。

問合せくらし安全推進課　☎ 222-3193

　市では、飲食店や宿泊施設における食べ残
しや手つかず食品といった「食品ロス」を削
減し、生ごみを減量する取組として、「食べ残
しゼロ推進店舗」を展開しています。
　市内800店舗以上の飲食店が、お持ち帰り
や小盛りメニューなどを導入しています。
　ぜひ利用して、「食品ロス」を削減しましょう！

問合せ右京エコまちステーション　☎366-0190

食べ残しゼロ推進店舗MAP 検索

「食べ残しゼロ推進店舗」を
知っていますか？

年末の
スローガン
年の瀬は ゆとりとマナーで 事故防止
運動重点　・高齢者の交通事故防止

・二輪車の交通事故防止
・飲酒運転の根絶

期間１２月１日（土）～１２月２０日（木）

交通事故防止
市民運動

→アクセスはこちら
https://ukyofan.com/

市政情報総合案内コールセンター
京都いつでもコール

京都いつでもコール 検索

☎６６１‐３
みなここ 
７５５  ＦＡＸ６６１‐５

ごようはここ
８５５

＊番号のお間違いがないようご注意ください
Eメール（ホームページから）

午前８時～午後９時
（年中無休）
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