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

上京区版

受付時間 午前８時〜午後９時（年中無休）

661−3755（みなここ）
661−5855（ごようはここ）

※おかけ間違いにご注意ください。
Eメール ホームページから 京都いつでもコール

平成２７年４月１５日 （４）

上京区の統計

市政情報総合案内コールセンター
「京都いつでもコール」
電話
FAX

第２３２号

総人口 82,883人

世帯数

男

38,393人

出生 39人

転入

44,372世帯
438人

女

44,490人

死亡 82人

転出

556人

※京都市推計人口3月1日現在 異動は2月分

＝問合せ先

検索

ࣾᄜஒ

☎441 ‑ 0111㈹
℻432 ‑ 0566
〒602‑8511 上・今出川通室町西入堀出シ町285番地
税

固定資産税・都市計画税第１期分の納期限は、４月30日
納期限を過ぎますと、延滞金がかかりますの
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…固定資産税担当
（☎441-5092）
償却資産…市資産税課
（☎213-5214）
納付相談：
土地家屋…税務センター
（☎441-5096）
償却資産…市納税推進担当
（☎213-5468）
口座振替：市納税推進担当
（☎213-5466）

固定資産税の住宅用地に関する申告について
住宅の敷地として利用されている土地（住宅
用地）
は、固定資産税が軽減されています。
●納税者の皆様へのお願い
住宅用地を店舗や貸しガレージなど住宅以外
の用途の敷地に変更された場合や住宅以外の敷
地から住宅用地に変更された場合は、物件のあ
る区役所･支所内の固定資産税担当へ必ず申告
してください。
（※）
＝固定資産税担当
（☎441-5092、441-5086）
※固定資産税
（土地・家屋）
の窓口の変更
５月７日から固定資産税（土地・家屋）の課税
業務を市税事務所（中京区室町通御池南西角）に
移転し、市税事務所で一括して取り扱います。
５月７日以降は、市税事務所の固定資産税担当
（☎746-6431、746-6432）
へ申告してください。
保険年金

平成27年度後期高齢者医療保険料の額と
納付方法について
ア

特別徴収
（年金からの引落し）
の方
26年度から引き続き、特別徴収される方は、
27年２月の徴収額と同額の保険料が、27年４・
６・８月に支給される年金から特別徴収されま
す（仮徴収）
。
27年度の正式な保険料額と、27年10・12月と
28年２月に特別徴収する保険料額は、７月にお
知らせします
（27年４月にお知らせはしません。
）
。

山林火災に気を付けましょう！
気候も良くなるこれからの季節、
登山、
バー
ベキュー等を楽しまれる方も多いと思います。
一方、
この季節は冬の落葉が堆積して燃えや
すい状態になっていて、
空気も乾燥している
ので、
山林火災が発生しやすくなっています。
行楽へお出かけの際は、
たばこやたき火の
後始末などに十分に気を付けて、
山
林火災の防止に取り組みましょう。
《山林火災を防ぐ注意点》
落雷などの自然現象による山林火災も稀に
ありますが、
ほとんどが不注意などの人為的
な原因です。
次のことに注意しましょう。

新たに27年４月から、特別徴収になる方は、
26年度保険料額を基に、27年４・６・８月の特
別徴収額を別途お知らせします。
イ 普通徴収
（納付書納付又は口座振替）
の方
27年度の保険料額と、27年７月〜28年３月の
納付額は、27年度の市民税額決定後、
７月にお知
らせします
（27年４月にお知らせはしません。
）
。
27年４〜６月の納付はありません。
＝保険年金課資格担当（☎441-5130、１階⑤
番窓口）
保 健

献血にご協力ください
次のとおり、献血バスが来ます。
５月19日（火）10:00〜11:30、12:30〜15:45 元
待賢小学校東側通
＝健康づくり推進課管理担当
（☎441-2871）

胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診を受けましょう
対象年齢 胸部（結核15歳以上、肺がん40歳以
上）
、大腸がん40歳以上
日時・会場 ５月19日（火）14:00〜15:30 京極
小学校
料金 胸部は無料（問診の結果、喀痰検査が必
要な場合は1,000円）
、大腸がんは300円
※当日、
会場で大腸がん検診の受付と検体容器の
配布、
胃がん検診の予約申込みも受け付けます。
＝健康づくり推進課成人保健・医療担当（☎
441-2872）
相 談

弁護士による無料法律相談
日時 毎週水曜日13:15〜15:30（閉庁日を除く。
）
場所 地域力推進室
（広聴担当）
（１階①番窓口）
定員 ７名
（先着順。12:00から整理券配布）
＝地域力推進室
（広聴担当）
（☎441-5040）

行政書士会による無料相談
日時 ４月16日
（木）14:00〜16:00
場所 地域力推進室
（広聴担当）
（１階①番窓口）
＝京都府行政書士会第４支部事務局（☎7620505）
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☎451 ‑ 6700
℻451 ‑ 6702
〒603‑8165 北・紫野西御所田町56北区総合庁舎西庁舎内

「卓球フリータイム」やっています！
吸いがらは
●たばこは指定された場所で喫煙し、
必ず消火して、
投げ捨てないようにしましょう！
●バーベキュー等は落葉等燃えるもののない
場所で、
消火準備をしたうえで、
その場を離れ
ないようにしましょう
また、
実施後は確実に消火しましょう！
●火遊びは絶対にしないようにしましょう！
《こんなところも気を付けて》
再利用のために持ち帰って置いておいた
バーベキュー等使用後の炭から出火した事案
が発生しています。
●炭の残り火には十分注意しましょう！
《４月20日
（月）
〜26日
（日）
「
、山林防火運動」
期間》
区内で、
街頭広報活動等に取り組みます。

上京消防署
（☎431-1371 FAX414-1999）
〒602-8031上・釜座通下立売下る東裏辻町398
ホ ー ム ペ ー ジ http://www.city.kyoto.lg.jp/
shobo/category/157-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

＝関西元気文化圏参加事業

友達とでも一人で来ても大丈夫、
卓球好きのボ
ランティア
（地域若者サポーター）
が丁寧に教えま
す
（道具の貸出し無料！）
。
詳しくはホームページ
（http://www.ys-kyoto.org/kita/）
をご覧ください。
日 時 毎 月 第 １ 木 曜 日・ 第 ２ 金 曜 日16:00〜
18:00、第３土曜日14:00〜16:00
申込み 不要

ダンス・演劇練習に最適なスタジオあります！
フローリング、鏡張りに加え音響設備も充実
したスタジオがあります。ホームページで空き
状況を確認できます。
対象 市内在住又は通勤・通学の中学生以上の方
日時 月〜土曜日（水曜日を除く。
）
：10:00〜
21:00、日・祝：10:00〜18:00
場所 当センター 多目的ホールほか
料金 使用される方の年代と場所によります。
申込み 電話または来所にて随時受付

心機一転！春からボランティア始めませんか？
清掃や地域の祭りに関わったり、
子どもと遊
んだり、
地域の方にお話を聞いたり、
様々なボラ
ンティアプログラムがあります。
春から何か始め
てみたいという方、
一度お問い合わせください！
申込み 電話または来所にて随時受付
※上記の催しは、記載のない限り対象は市内に
在住又は通勤・通学の中学生〜30歳までの方。
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☎464 ‑ 4889
℻464 ‑ 2981
〒602‑8383 上・今出川通御前通東入

すこやか体操サロン
日時 月〜土曜日
（祝日を除く。
）9:00〜10:15
くつろぎのひとときをセンターで！体操は
10:00からです。 ※定員なし、申込み不要。

介護予防講座「健康リズム体操」
日時 ４月27日
（月）14:00〜15:30
申込み ４月13日
（月）
〜電話又は来所にて受付。
定員 50名
（先着順）
※上記の催しは、60歳以上の市民の方が対象で、
無料。

資源物の回収
上京エコまちステーションの資源物回収ＢＯ
Ｘを設置しています（日曜・祝日を除く。
）
。
場所 当センター玄関横 駐輪場入口
回収物品 てんぷら油、一升びん、ビールびん、
乾電池、紙パック、蛍光管
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☎802 ‑ 3133
℻812 ‑ 5816
〒604‑8401 中・丸太町通七本松西入

図書の展示と貸出し 〜４月30日（木）
今月のテーマ…「
『子ども読書の日』関連図
書 本のもりへ！」
「ティーンズコーナー
へようこそ☆2015」
「京都の生きもの」
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☎241 ‑ 4312
℻241 ‑ 4012
〒602‑0867 上・寺町通荒神口下る松蔭町138‑1

特別展 「重要文化財 賀茂別雷神社の古文書」
展示解説
５月27日（水）まで開催する特別展の展示史料
について、当館館員が解説します。
日時 ５月14日
（木）14:00〜14:30
場所 当館展示室 ※無料、申込み不要。

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）ホープ（☎ 778-5074） ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

