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～住民票の写し等は、ターミナル証明書発行コーナーもご利用いただけます～

日曜日にも区役所・支所で転入・転出等の
手続きができます ３月24日、31日、４月７日

【開所時間】
午前９時～正午(※出張所は開所しません)

◆住民票の写し、印鑑登録証明書等は、市内主要５駅(地下鉄四条・竹田・山

科・北大路各駅、阪急桂駅)にあるターミナル証明書発行コーナーでも、平日

は午後７時まで、土曜日・日曜日も午後５時までお取りいただくことができ

ます。ぜひ、ご利用ください！

【取扱時間】
平　日　午前８時30分～午後７時　　土曜日　午前８時30分～午後５時
日曜日　午前８時30分～午後５時
(祝日、振替休日、国民の休日及び12/29 ～１/３を除く)

【取扱証明書】
①住民票の写し、②住民票記載事項証明書、③印鑑登録証明書、④税関係証明書

※④は平日午後５時以降及び土曜日・日曜日には発行しておりません。受付

のみを行い、発行は翌開所日以降(翌開所日が土曜日、日曜日にあたるとき

は、次の月曜日以降)になります。

証明書を請求される際には、運転免許証、健康保険証などの本人確認書

類(※)をお持ちください。

※印鑑登録証明書の請求の場合は、印鑑登録証(カード)が必要です。

－住民税及び所得税の確定申告の申告期間について－
申告期間は、２月18日（月）～３月15日（金）（土・日は除く）です。所得税の確

定申告をされた方は、住民税の申告は必要ありません。

●問合せ先／区市民税課市民税担当（☎592-3113）

入学・入社・転勤・・・引越しの季節に

●問合せ先／市地域自治推進室　市民窓口企画担当(☎222-3085)

阪急桂駅

阪
急
桂
駅

駅東口１階
ミュー阪急桂イースト

地下鉄北大路駅
キタオオジタウン地下3階定期券売場横

地下鉄四条駅

阪急烏丸駅

地
下
鉄
烏
丸
線

四
条
駅

駅構内定期券売場横
地下鉄竹田駅

地下鉄
烏丸線
竹田駅

（北駅舎）

駅東口１階定期券売場横

地下鉄山科駅

ラクトA
地下1階

JR山科駅
京阪山科駅

駅改札正面ラクトA地下1階

ターミナル証明書
発行コーナー
（市内主要５駅）

サッカー

ボールを

使って、楽

しく身体を

動 かしま

しょう。

●日時／３月６日(水)午前10時30
分～ 12時(受付10時～ )

●場所／醍醐地域体育館
●内容／サッカーボールを使って
の健康体操など

●対象者・定員／原則として60歳以上で
運動制限のない方100名(先着順・要申込)

●参加費／無料
●持ち物／運動できる服装・屋内用

シューズ・タオル・飲料水

●申込／３月１日(金)までに各地域
包括支援センターまで電話申込

・(音羽・音羽川・大塚学区)

　音羽／☎595-8139

・(安朱・山階・西野学区)

　山階／☎583-5833

・(山階南・百 ・々勧修学区)

　勧修／☎595-7736

・(大宅・小野学区)

　大宅／☎572-6660

・(陵ヶ岡・鏡山学区)

　日ノ岡／☎595-5575

●問合せ先／京都サンガF.C.ホーム
タウンアカデミー（☎0774-55-7603）

京都サンガＦ．Ｃ．健康アカデミー京都サンガＦ．Ｃ．健康アカデミー京都サンガＦ．Ｃ．健康アカデミー
介護予防事業

（参加無料）

鳴き声がうるさい、庭をフンで汚

される、植木を傷つけられる等、猫

に関する苦情が増加しています。こ

れらは、飼い主の責任ある飼養と周

囲への気配りで改善できるものです。

猫の習性等をよく理解し、愛情と

責任をもって正しく飼養しましょう。

飼い主としての心得
●屋内で飼いましょう。

●猫の排泄物や鳴き声など近隣に

迷惑をかけないよ

うにしましょう。

●屋内の決められ

た場所で排泄する

ようしつけましょう。

●不幸な子猫を増やさないためにも、

避妊・去勢手術を受けさせましょう。

●迷子になってもすぐ飼い主がわ

かるよう猫には飼い主の連絡先等

を書いた名札等をつけるようにし

ましょう。

●問合せ先／区保健センター衛生
課（☎592-3486）

猫は正しく飼いましょう
あなたの愛猫は迷惑を

かけていませんか？

テーマ：「みんなでオッケーを出し合おう！～発達障害の理解を通して～」
●日時／３月21日(木)午後２時～４時(受付１時30分～ )　●費用／無料
●場所／京都市生涯学習総合センター山科(アスニー山科)ラクト山科C棟２階
●講師／としもりクリニック　歳森　康博　医師（精神科医）
●主催／山科こころの健康を考える会
●申込期日／２月20日(水) ～３月14日(木)
●申込・問合せ先／区保健センター　母子・精神保健担当（☎592-3479）

こころの健康づくりセミナー

<食育セミナーのお知らせ>新中学生の春休みおべんとう講座
●日時／３月26日（火）午前10時～ 12時30分
●場所／山科区役所　２階　栄養室
●内容／栄養士のお話「知ってると得するおべんとうの話」

調理実習「自分のお弁当を作ってみよう」・試食

●費用／ 500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル
●対象／今春中学生になる11 ～ 12歳児　12名（先着順）

※保護者が送迎できる方

●申込／３月４日（月）から電話または窓口にて
●問合せ先／区保健センター　成人保健・医療担当（☎592-3477）

※その他の窓口では業務は行っておりませんのでご注意ください。

※一部取り扱えない業務(税関係証明書の発行など)もあります。

※上記取扱業務でも、他機関が閉庁している等の理由で、その場で対応でき

ないこともありますのでご了承ください。

●問合せ先／ 区総務・防災担当(☎592-3065)　 
区市民窓口課(☎592-3094)

【取扱業務】
窓　口 業　務

市民窓口課

右に記載した業務のうち、転入・
転出等に伴う手続

転入・転出・転居届、戸籍、印
鑑登録など

証明書発行 住民票の写し、戸籍謄・抄本、
印鑑登録証明書など

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧
１月１日現在で調製した京都市農業委員会委員（第３区選挙区）の選挙人

名簿を次のとおり縦覧に供します。

●期間／２月23日(土) ～３月９日(土)
●時間／午前８時30分～午後５時
●場所／伏見区選挙管理委員会（伏見区役所内）
●問合せ先／市選挙管理委員会（☎241-9250）

■国民健康保険、後期高齢者医療
制度からのお知らせ
保険料の納付には、便利な口座振

替をご利用ください。

○申込に必要なもの

国保記号番号（後期高齢者医療制

度は被保険者番号と徴収番号）がわ

かるもの（納入通知書、領収書等）、預

（貯）金通帳、口座の届出印

○申込場所

お取引のある金融機関、郵便局又

は保険年金課の窓口

※本人名義以外の口座から引き落と

すこともできます。

※口座振替により引き落としされる

のは、納付書でお支払いいただいて

いる保険料のみです。特別徴収（年

金からの引落し）による納付の方で、

口座振替への変更をご希望の場合

は、口座振替の申込みと併せて保険

年金課へ納付方法の変更をお申し出

ください。

国民健康保険の窓口では対象金融

機関のキャッシュカードがあれば、

ハンコ（口座の届出印）がなくても、

簡単に口座振替の申込手続ができる

サービスを実施しています。ぜひご

利用ください。

○対象金融機関

　京都銀行、京都信用金庫、京都中央

信用金庫、ゆうちょ銀行（郵便局）、滋

賀銀行

※その他の金融機関は、これまでど

おり、金融機関の窓口での申込み手

続が必要です。

○申込に必要なもの

　キャッシュカード、国保記号番号が

わかるもの（納入通知書、領収書等）

○申込場所

　区保険年金課。 区保険年金課資

格担当（☎592-3105）

・おたのしみ会
２月23日（土）11:00 ～。

紙芝居、山科かるた

・よんでよんで赤ちゃんの会
３月４日（月）11：00 ～。

赤ちゃん絵本の読み聞かせ

・講演会「山科郷の山と神さま」
講師　武内良一氏

３月７日（木）17：00 ～。

テーマ図書の展示と貸し出し
３月 一般書　「植物」

　 　えほん　「いもとようこ、長谷川義史」

絵の展示（幼児コーナー）
２・３月は東山幼稚園児の作品。

■移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）
２月25日（月）

10:00 ～ 10:50　 西野山分譲集会所前

11:10 ～ 11:40　 山階南小学校

13:00 ～ 13:40　 陵ヶ岡小学校

２月27日（水）　

10:00 ～ 10:40　 大塚小学校

11:00 ～ 11:40　 大宅小学校

■山科中央老人福祉センター　　
（☎501-0242、FAX501-0340）
①悠遊講座「山科から渋谷街道を往く」
３月21日(木）13:30 ～ 15:00、28日

(木)９:00 ～ 12:00。 21日は30名、

28日は20名。 ３月１日（金）～３月

14日(木）に来所またはFAXで。定員

を超える場合は抽選。

■国民年金からのお知らせ　　　　
　―こんなときには届出を―
日本にお住まいの20歳以上60歳未

満の方は、国民年金の第１号被保険

者として加入していただく（第２号

又は第３号被保険者の方は除く）こ

とになります。第１号被保険者に該

当する方で加入の届出がまだの方

は、至急届出をしてください。

老齢基礎年金を受給するために

は、保険料納付済期間や免除期間等

を合わせて25年以上必要です。また、

加入の届出をしなかったり、保険料

を未納のままにしておくと、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。

国民年金では、退職など人生の節目

にはそのつど届出が必要です。届出を

忘れると、将来、年金の請求手続きに

時間がかかる場合もありますので、届

出は必ず行いましょう。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。

国民年金第１号被保険者に該当す

るとき

○20歳になったとき　○厚生年金保

険又は共済組合等の加入者（第２号

被保険者）が、離職によりその資格を

喪失したとき　○第３号被保険者

（第２号被保険者の被扶養配偶者）が

扶養からはずれたとき

※なお、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。

区保険年金課保険給付・年金担当

（☎592-3109）

■無料法律相談
毎週水曜日（閉庁日を除く）13:15 ～

15:15。 区第２会議室。 15名。 当

日8:30から整理券配布。先着順。 区

まちづくり推進担当（☎592-3088）

■無料行政相談
３月14日（木)13:30 ～ 16:00。 区

第２会議室。 区まちづくり推進担

当（☎592-3088）

■行政書士による市民困りごと無料相談
３月19日（火)14:00 ～ 16:00。 無

料。 区第２会議室。 ＝京都府行政

書士会第６支部事務局（☎583-3230）

■山科図書館（☎581-0503）
※開館時間/10:00 ～ 19:30（土･日･

祝は～ 17:00）。休館日/火曜日(祝日

の場合翌平日)と第２･４水曜日。

山科図書館60周年記念事業

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

文
字
の
見
方

費用
必要なもの
申込方法
問合せ先

日時
場所
対象
定員

市政情報総合案内コールセンター

京都いつでもコール
受付時間　午前８時～午後９時（年中無休）
☎(075)661-3755、FAX (075)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/

まだまだ厳しい寒さが続きますが、外に出る

と日に日に春を感じる季節となりました。

隨心院にある梅園には、約200本の梅が植え

られており例年３月初旬から見頃を迎えます。

春を感じに出かけませんか

２月28日（木）は、固定資産税・都市
計画税　第４期分の納期限です。
○納期限を過ぎますと、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。

課税内容／土地家屋＝区固定

資産税課（☎592-3164）償却資産

＝市資産税課（☎213-5214）

 納付相談／土地家屋＝区納税

課（☎592-3310）償却資産＝市納

税推進課（☎213-5468）

 口座振替／市納税推進課

 （☎213-5466）

②悠遊講座『プレーンハープのしらべ』 
３月２日（土）13：30～ 15：30。 不

要。 年齢を問わず、どなたでも来場

いただくことができます。 なし。

①・②とも当センター。

■山科区社会福祉協議会　　　　
（☎593-1294、FAX594-0294）
あそびの広場　ボランティア募集
障害のある子どもさんと保護者

が、学校の長期休みを利用して色々

な人と出会い、楽しく遊ぶことを目

的として開催しています。そのあそ

びの広場で、障害のある子どもたち

と一緒に遊んでくれるボランティア

さんを募集します。ぜひ一度お尋ね

ください。 ３月26日（火）９：30 ～

16：00。 山科青少年活動センター。

内容：お料理作りなど。 20名（先

着）。 無料。 ３月15日（金）までに

電話、FAX。

■献血会
３月13日（水）９:30～ 12:00と13:00

～ 15:30。 マツヤスーパー山科三

条店前。

３月14日（木）10:00 ～ 11:30と12:30

～ 16：00。 山階南小学校。

３月18日（月）10:00 ～ 11:30と12:30

～ 16:00。 勧修小学校。

 区保健センター管理担当 

(☎592-3474)

「オレオレ詐欺」、「還付金等詐欺」などの手口を総称して『振り込め詐欺』と

言います。

毎月20日は「迷惑駐車をなくそう推進日」です。

◎オレオレ詐欺
最近では、実在の身内の名前を騙り、「風邪をひいて声が変わった」「携帯電

話の番号が変わった」などと言って被害者を信用させた上で「女性を妊娠さ

せた」「会社で失敗した」「至急示談金が必要になった」などと懇願して、現金

を振り込ませる手口が増えています。

◇防犯のポイント
・“声が変わった”、“電話番号が変わった”という電話は要注意です。

・こんな電話がかかってきたら、まず警察に相談して下さい。

◎還付金等詐欺
還付金等詐欺は、官公庁職員を騙って年金や医療費などの還付金があると偽っ

て、その手続きの名目で被害者をATMへ誘導させて現金を振り込ませる手口です。

◇防犯のポイント
・ 官公庁職員が、還付金の手続きでATMへ行くように教示することはありません。

・ATMを操作して現金が振り込まれることはありません。

・ ドライバーの皆さんは、目的地に駐車場があるかどうか事前に確かめる

ように心掛けて下さい。

・ 自転車でお出かけの際は、通行の妨げとなるような場所には自転車を止

めず、駐輪場を利用しましょう。

●問合せ先／山科警察署（☎575-0110）

スポットニューススポットニューススポットニュース生活 安 全
振り込め詐欺被害に注意！！

『しない させない 迷惑駐車』
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隨心院の梅園


