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国民年金　こんなときには届出を
　日本在住の 20歳以上 60歳未満で、次のい
ずれかに該当される方は、第 1号被保険者と
して加入の届出が必要です。
○ 20歳になったとき
○ 退職などで厚生年金保険や共済組合をやめ
たとき
○ 第 3 号被保険者が厚生年金保険または共済
組合などの加入者の扶養からはずれたとき
　加入の届出をしなかったり、保険料を未納の
ままにすると、万一のときの障害基礎年金や遺
族基礎年金が受給できなくなる場合がありま
す。
＊ 第 3 号被保険者に該当するときは、配偶者
の勤務先を通じて年金事務所へ届出をして
ください。
　なお、日本にお住まいの 60歳以上 65歳未
満の方、海外にお住まいの 20歳以上 65歳未
満の日本人の方は、希望すれば国民年金に加入
することができます。
問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　☎ 861-2064

児童扶養手当・特別児童扶養手当
について

 

　手当は請求された月の翌月分から支給され
ます。ただし、所得が一定以上ある場合、児童
福祉施設に入所している場合は支給されませ
ん。
●児童扶養手当
対象  離婚などで父または母と生計を共にして
いない児童を養育している家庭（ひとり
親家庭等）

期間 児童が 18歳到達後、最初の 3月 31日まで
　　 （特別児童扶養手当の対象となる程度の障

害の状態にある場合は 20歳未満）
手当額（月額）前年の所得額（養育費含む）により決定

全部支給 一部支給

児童１人 42,500円 10,030円～42,490円

児童２人 52,540円 15,050円～52,520円

＊３人目以降は、所得額に応じて１人あたり
3,010円～6,020円を加算

問合せ子どもはぐくみ室 子育て推進担当　☎ 861-1437
京北出張所 保健福祉第一担当
　　　　　　☎ 852-1815（京北地域の方）

●特別児童扶養手当
対象  中程度以上の知的・精神・身体障害のあ
る児童（20歳未満）を養育している家庭

手当額（月額）障害の程度に応じて決定
　　　　　51,700 円（1級）／34,430 円（2級）
問合せ障害保健福祉課　☎ 861-1451
　　　京北出張所 保健福祉第一担当
　　　　　　　　☎ 852-1815（京北地域の方）

保健福祉

乳がん検診のご案内  

日程  　4 月上旬～ 5月中旬
　　＊ 京都予防医学センターから申込者に検

診日時を郵便でお知らせします。
場所  右京区役所 2階
保健福祉センター 55番窓口

対象  市内在住の 30歳以上の女性で、年内に偶
数年齢になる方。ただし、昨年受診して
いない奇数年齢になる方も受診可能です。

内容  エコー検査（30歳代）／マンモグラフィー
検査（40歳以上）

料金 1,300 円（免除制度あり）
申込み  　3 月 15 日（金）までに乳がん巡回検診

申込ハガキ（乳がん検診案内チラシに添
付、保健福祉センター窓口、市ホームペ
ージでも入手可能）でお申し込みくださ
い。

問合せ京都予防医学センター乳がん検診係　☎ 811-9135
　　　健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

胃（バリウム）・大腸がん・肺がん
平日セット検診 

日時 毎週水・金曜日（祝日除く）8時 30分～ 11時
場所 右京区役所 2階 保健福祉センター 55番窓口
種目 内容 対象 料金

胃がん
バリウムによ
る胃のエック
ス線検査

50歳以上の市民
（2年に1回受診
可能）

1,000円

大腸がん 検便による便
潜血検査

40歳以上の市民
（1年（1月～12
月）に1回受診
可能）

300円

肺がん 胸部エックス
線検査

無料（かくたん
検査　1,000円）

＊いずれも免除制度あり

申込み  胃・大腸がん検診申込ハガキ（胃がん検
診案内チラシに添付）または電話でお申
し込みください。

◎ 指定医療機関で胃カメラ（胃内視鏡）による
胃がん検診を受診することもできます。（自
己負担 3,000 円　＊免除制度あり）ただし
同一年に「胃カメラ」と「バリウム」両方の
受診はできません。

問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

献血にご協力ください  
日時・場所

2月22日（金）10時～12時
　　　　　　13時～15時30分 京都ファミリー

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（閉庁日を除く）
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
＊予約不要

3月5日（火）
13:30～16:00

右京区役所１階
相談室

③司法書士による
相談会
＊事前予約制

3月12日（火）
13:30～16:30

右京区役所１階
会議室Ａ

問合せ① ②地域力推進室 まちづくり推進担当　
☎ 861-1264

③京都司法書士会事務局　☎ 255-2566
（平日 9時～ 17 時、土曜 9時～ 12 時）

文　化
右京中央図書館　特集コーナー
2 月「ねこだらけ」「美しい京の技」
3月「新生活、いいスタートを切ろう !!」
　　　「美しい京の技」
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

移動図書館こじか号
2月23日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

3月4日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

3月6日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
3月7日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

3月8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
お引っ越しのご連絡はお早めに！
　引っ越し等で水道の使用を開始または中止
されるときは、およそ一週間前までにご連絡く
ださい。
問合せ西部営業所　☎ 841-9184　FAX 801-9629
　　　西部営業所京北分室

☎ 852-1820　FAX 852-1833

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）

→アクセスはこちら
https://ukyofan.com/

右京のまちづくり情報を集めた
ポータルサイトで団体やイベント
の情報を発信できます！

まちづくり
ポータルサイト

日時 3月1日（金）
　　14時～15時30分
　　（受付13時30分～）
場所 右京区役所５階 大会議室
内容 乳がん専門医による講演、乳がん体験
者のお話、乳がん検診の案内等

講師 京都市立病院 乳腺外科 森口喜
よし
生
お
医師

対象 区内在住の方（保育あり＊要申込）
定員 100名（先着順）
参加費 無料
申込み 2月22日（金）までに 問合せ  へ。
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当
☎861-2177

乳がんは
　女性のがんの1位です
～早期発見、健康を守るために～

〔健康講座〕

乳がんは
　女性のがんの1位です

ご存知ですか？

再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。 市　民　し　ん　ぶ　ん　右京区版　　 第２７８号　　平成３１年２月１５日　（４）

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ウィット（☎ 072-668-3275）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


