
 問 ＝問い合わせ、 申 ＝申し込み

相　談 （無料）相　談 （無料）

①弁護士による法律相談
 相談日時  毎週水曜日　午後１時15分～３時15分

（相談時間は相談者１組につき20分）
 予 約方法  相談日の週の月曜日～水曜日の午前８時
30分～午後５時（水曜日は午後２時30分まで）に地
域力推進室に電話（☎432-1208）またはご来庁に
て受付＊閉庁日を除く

 定員  12人
 問  地域力推進室広聴担当　☎432-1208

②行政相談員による行政相談
 日時  ６月15日（木）午後１時30分～３時
 問  地域力推進室広聴担当　☎432-1208

③行政書士会による相談
 日時  ５月25日（木）午後２時～４時
 問  京都府行政書士会第４支部事務局　☎762-0505
＊①～③の場所は、いずれも区役所３階会議室

④精神科医によるこころの健康相談
 日時  第１～４木曜日　午後１時30分～３時
 場 所  北区役所西庁舎（旧北保健センター）２階相談室
 ＊予約不要
 問  障害保健福祉課障害難病支援担当　☎432-1285

保健・福祉保健・福祉

国民健康保険からのお知らせ
保険料の納め忘れはありませんか
　保険料の負担の公平性を保つため、保険料を滞納さ
れている世帯については、延滞金を納めていただきます。
また、特別の事情もなく保険料を滞納している世帯に
対しては、財産等について調査し、給与、預（貯）金、生
命保険、年金、不動産等を差し押さえることがあります。
保険料の滞納がある場合は至急納付してください。
 問  保険年金課徴収推進担当　☎432-1265

介護保険料を長い間滞納していると
　保険料未納のまま１年が過ぎますと、介護保険サー
ビスを利用される時に不利益な措置を受ける場合が
あります。督促や催告をしたにもかかわらず、保険料
を納付されない場合は、財産の差押えなどの処分を行
うことがありますのでご注意ください。
　期限までに保険料を納付できない事情のある方は、
ご相談ください。
 問  健康長寿推進課高齢介護担当　☎432-1364

京都市戦没者追悼式
　市民の方々と共に、先の大戦で犠牲になられた方々
を心から追悼し、その尊い犠牲を無にすることがない

北区質量計（はかり）定期検査のお知らせ
　取引や証明に使用される質量計（はかり）は２年に
１回、定期検査を受けなければなりません。下記の日
程で、ひょう量500㎏以下の質量計の検査を行います
ので受検をお願いします（家庭用ヘルスメーター、キッ
チンスケール等は対象外）。
月 日 場所
５
月
29日（月）大宮小学校
31日（水）上賀茂小学校

６
月
１日（木）元町小学校＊
２日（金）紫野小学校
５日（月）柊野小学校
６日（火）鷹峯小学校＊
７日（水）柏野小学校＊

月 日 場所
６
月
８日（木）金閣小学校
９日（金）大将軍小学校＊
12日（月）紫竹小学校
13日（火）鳳徳小学校
14日（水）待鳳小学校
16日（金）衣笠小学校＊
20日（火）紫明小学校

時間はいずれも、午前10時～午後２時30分
（＊の場所は、午前10時～午後２時）
 問  京都府計量協会　☎415-3166

北青少年活動センター北青少年活動センター
紫野西御所田町56　北区役所西庁舎３階
☎451-6700 Fax451-6702　休館日   毎週水曜日
開 館    平日・土：午前10時～午後９時

日・祝：午前10時～午後６時

～みんなの居場所～ごぶＳＡＴ参加者募集
　少人数のグループで、料理やゲームをしたり、おしゃ
べりしながら交流しています。誰かと関わりたいな
と思ったら、お気軽に参加してみてください。
 日時   第２土曜日　午後２時～５時

第４土曜日　午後３時～５時
第２土曜日の次の火曜日　午後２時～５時

 対 象  人と接する機会が少ない、コミュケーションが
苦手、対人関係に不安があるという市内に在住ま
たは通勤、通学している中学生～30歳までの方

 参 加費  内容により無料～数百円
詳しくは、ホームページをご覧ください。
北青少年活動センター 検索

北 図 書 館北 図 書 館
紫野雲林院町44-１　市バス「大徳寺前」
☎492-8810 Fax491-5033　休館日   毎週火曜日
開 館    平　　日：午前９時30分～午後７時30分

土・日・祝：午前９時30分～午後５時
①お楽しみ会　５月20日（土）
②赤ちゃん絵本読み聞かせ会　６月５日（月）
＊①②いずれも午前11時より
◆テーマ図書
ミニ展示１「憲法」「環境」
ミニ展示２「マナーを身につける」「雨の日には」
児童向けミニ展示「のりものの本」「時間の本」
絵本ミニ展示「おまつり」「あめ・おてんき 」

移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）
月日 時間 場所
６/１
（木）

午前10時～10時40分 岩戸落葉神社氏子会館
午前11時～11時40分 中川小学校

６/８
（木）

午前10時～10時40分 雲ヶ畑小・中学校
午前11時20分～11時50分 大宮小学校
午後１時～１時30分 原谷苑東門前

よう世界の恒久平和を願い、戦没者追悼式を行います。
 日時  ７月６日（木）午後２時～３時
 場所  ロームシアター京都　サウスホール

（左京区岡崎最勝寺町）
 参 列者遺族の範囲  戦没者の配偶者並びに父母、子、兄
弟姉妹、孫、その他三親等内親族及びその配偶者、
その他親族等で特に希望する方。

 申 込期間  ５月24日（水）～６月６日（火）（当日の入場
に必要な整理券を配布します）

 問  生活福祉課管理担当　☎432-1309

献血のお知らせ
月日 時間 会場

５/25（木） 午前10時～11時
正午～午後４時10分 大谷大学

５/31（水） 午前10時～正午
午後１時～４時 元町小学校

６/５（月） 午前10時～正午 上賀茂小学校
午後２時～４時 西賀茂会館

 問  健康長寿推進課地域支援担当　☎432-1306

胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診
月日 時間 会場

５/19（金）

午後２時～
３時30分

大宮小学校
５/24（水） やまびこくらぶ（原谷）
５/31（水） 金閣小学校
６/２（金） 元町小学校
６/13（火） 鷹峯小学校
６/14（水） 楽只小学校
 問  健康長寿推進課健康長寿推進担当　☎432-1438

その他その他

市・府民税の証明は、６月１日（木）から
　平成29年度分の市・府民税の課税証明書、所得証明
書および納税証明書は６月１日（木）から交付します。
　どの種類の証明書が必要か、提出先等に十分にご確
認ください。また、請求される際には、本人確認書類
（運転免許証、パスポート等）をご持参ください。
 問  市民窓口課　☎432-1249

工業統計調査を実施します
　工業統計調査は平成29年６月１日現在で、製造業
を営む事業所を対象として、全国の工業の実態を明ら
かにするために実施します。調査結果は、国や地方自
治体の製造業に対する各種政策などの基礎資料とす
るほか、一般にも広く利用されています。
　５月中旬以降に調査員がお伺いしますので、調査票
へのご記入をお願いします。
 問  地域力推進室統計担当　☎432-1199

「計量教室（試買検査）」の参加者募集
　北区内の店舗で食品を購入し、その商品の内容量が
正確に計量されているかを確認します。適正な計量
について、あらためて考えてみませんか。
 日時  ６月20日（火）午後１時～３時30分
 場所  北区役所３階　第４会議室
 対象  北区在住の方　　 定員  10人（先着順）
 費 用  無料（食品購入代は京都府計量検定所が３千円
まで負担）

 申 込方法  電話またはメール（郵便番号、住所、氏名、
ふりがな、電話番号を記載）

 申 込期間  ５月17日（水）～５月31日（水） 
（受付時間：午前９時～午後５時、土日を除く）
 問・申  京都府計量検定所　☎441-8335
 メール  keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp

☎ 432-1181（代表） Fax 432-0388
閉庁日 土・日・祝日、年末年始
ご来庁の際は、環境にやさしい公共交通機関を
ご利用ください。

北区役所 紫野東御所田町33-1

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　　北区版　　 第２５７号　　平成２９年５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）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。

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）


