
●　相　談　●
弁護士による無料法律相談
　法律的な相談事について、お一人につき20分
以内で弁護士が相談に応じます。
日時毎週水曜日（祝日を除く）
午後１時15分～３時45分

受付午後１時～３時20分
場所区総合庁舎２階地域力推進室相談室
定員７名（先着順）
行政相談委員による無料行政相談
　国の行政に関する相談や意見・要望について
行政相談委員が相談に応じます。
日時平成28年１月７日（木）
午後１時30分～３時30分

場所区総合庁舎２階地域力推進室相談室

●　保険年金　●
確定申告や年末調整における社会保険料の控除
について
　平成27年中に、ご自身や生計を一にする配偶
者その他の親族の方の国民健康保険、後期高齢
者医療、国民年金や介護保険の保険料を納付さ
れると、その金額は所得税や住民税の「社会保
険料控除」として所得金額から差引くことがで
きます（口座振替の場合は振替口座の名義人の
方が、特別徴収（年金からの引落とし）の場合
は徴収されたご本人が納付されたことになりま
す）。
　納め忘れがないか、今一度ご確認ください。
問合せ  国民健康保険、後期高齢者医療：保険年

金課資格担当（☎５６１-９１９７）
　　　介護保険： 福祉介護課介護保険担当
　　　　　　　　（☎５６１-９１８７）
　　　国民年金： 中京年金事務所
　　　　　　　　（☎２５６-３３１４）
12月は徴収強化期間です
　保険料の負担の公平性を保つため、徴収の取
り組みを強化し、12月は夜間開庁日を設けてい
ます。普段はお仕事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。開庁日
時については、保険年金課までお問い合わせく
ださい。
問合せ保険年金課徴収推進担当
　　　（☎５６１-９１９８）
国民健康保険、後期高齢者医療の保険料の納付
は口座振替が便利です
　口座振替をご利用になりますと、毎月納めに
行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
　お申込みは、①国民健康保険証など国保記号
番号（後期高齢者医療の場合は、被保険者番号
と徴収番号）のわかるもの、②預金通帳、③口
座の届出印をお持ちのうえ、金融機関、郵便局
または保険年金課の窓口へ。
※特別徴収されている方で、口座振替への変更
を希望される場合は、口座振替をお申し込みの
うえ、保険年金課に特別徴収停止の申し出をし
てください。
　国民健康保険の口座振替は、キャッシュカー
ドがあれば、保険年金課の窓口で申し込みがで
きます。
　京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、
ゆうちょ銀行、滋賀銀行、三菱東京UFJ銀行、三
井住友銀行、みずほ銀行のキャッシュカードが
あれば、届出印がなくても申し込みができます。
問合せ保険年金課資格担当
　　　（☎５６１-９１９７）

●　福　祉　●
特別障害者手当、障害児福祉手当、外国籍市民
重度障害者特別給付金の制度周知について
　本市では、重度障害のある方に対して、次の
手当を支給しています。
①特別障害者手当：日常生活で常時特別の介護
を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者
②障害児福祉手当：日常生活で常時の介護を必
要とする20歳未満の在宅および入院中の重度障
害児
③外国籍市民重度障害者特別給付金：旧国民年
金法の国籍条項により障害基礎年金を受給する
ことができない重度障害を有する本市在住の外
国籍市民
支給額①月額　26，620円　②月額　14，480円　
③月額　41，300円　（①から③いずれも原則年
間４回の支払）
申込み支援保護課支援第２係
問合せ 支援保護課支援第２係（☎５６１-
９３４８　FAX ５３１-３２８４）・市障害保健
福祉推進室（☎２２２-４１６１）

東 山 図 書 館
東山区総合庁舎南館２階　☎541-5455
開館：午前9時30分～午後5時
　　  （平日の月・木曜日は午後7時まで）
休館：毎週火曜日

おたのしみ会
日時 12月19日（土）午前11時～
内容「絵本の読み聞かせなど」

１月のテーマ図書の展示と貸出
期間  平成28年１月６日（水）～１月31日
（日）

　　「影（影武者）」（一般書・児童書）
　　「さるのほん」（絵本）

東 山 青 少 年 活 動 セ ン タ ー
東山区総合庁舎２階　☎541-0619
開館：午前10時～午後9時
 　　 （日曜日、祝日は午後6時まで）
休館：毎週水曜日

高劇連冬季合同公演　「第９回冬劇祭」
　京都府高等学校
演劇連盟に加盟す
る、京都府立、市
立高校演劇部の生
徒が主体となって
行う合同公演で
す。青少年活動センターのボランティアのサ
ポートを受けながら、自分たちで舞台空間を作
り、役者や照明・音響などの技術向上と他校と
の交流を目的に、日頃の活動の成果を発表しま
す。若さ溢れる高校生の姿をぜひ見に来てくだ
さい。今回は９校が公演します。
※京都府高等学校演劇連盟は、京都府下の高校
の演劇部が多く加盟する組織です。コンクー
ル、合同公演、各種講習会など、様々な創造活
動を行っています。
日時  平成28年１月16日（土）午前10時40分～午後
５時（６校）

　　 １月17日（日）午前10時40分～午後１時30分
（３校）

場所東山青少年活動センター
料金無料（事前申し込み不要）

東山いきいき市民活動センター
東山区三条通大橋東入２丁目下る巽町442番地の９
☎541-5151
開館：午前10時～午後９時
 　　 （日曜日は午後５時まで）
休館：毎週火曜日
オトナX’mas フェスタin東山～ココロつなが
る、おどる、はじける！
　今年のX’masは、スパークリン
グな気分で生まれかわった東山
いきセンへGo！弦楽とコーラス
のコンサート、銀幕と殺陣のア
クションショー、生演奏と社交ダンス、切り絵
体験など、センター利用グループが集まり、体
験ワークやステージ発表などを行います。
日時 12月19日（土）午前11時（開場）～午後５時
場所東山いきいき市民活動センター
対象  どなたでも参加いただけます（申し込み不
要）

参加費無料
問合せ東山いきいき市民活動センター
　　　（☎５４１-５１５１）

行事名 掲載面
年末防火運動（～31日） １面
相談 弁護士による無料法律相談 ４面

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業（有済・弥栄） ３面
図書館 おたのしみ会 ４面
オトナX'masフェスタin東山 ４面
消防団年末特別警戒（～31日） １面

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業（粟田・清水） ３面

行事名 掲載面

相談 弁護士による無料法律相談 ４面
図書館 １月のテーマ図書の展示と貸出 ４面
相談 行政相談委員による無料行政相談 ４面

相談 弁護士による無料法律相談 ４面

※時間、会場、問い合わせ先などは、掲載記事をご覧ください。

カレンダー 12/15～１/14
12月
15 火
16 水
17 木
18 金

19 土

20 日
21 月
22 火
23 水・祝 年末の交通事故防止市民運動

12月11日（金）～31日（木）
ゆずりあい　心もあったか　京の暮れ

24 木
25 金
26 土
27 日
28 月
29 火
30 水
31 木

１月
1 金・祝
2 土
3 日
4 月
5 火

6 水

7 木
8 金
9 土
10 日
11 月・祝
12 火
13 水
14 木

市　民　し　ん　ぶ　ん　東山区版　　 第２４０号　　平成２７年１２月１５日　（４）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。

東 山 広 報 板
東山区役所 〒605‒8511  清水５丁目130-6
☎ 561-1191(代表)   541-9104

「京都いつでもコール」市政情報総合案内コールセンター　午前８時～午後９時（年中無休）
電話 661-3755　FAX661-5855 ※かけ間違いにご注意ください。

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.lg.jp/mobile/main/page/0000180068.html


