
 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
 日 時  毎週水曜日（祝日・年末年始除く）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）または来庁にて受付

 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（予約不要）
 日時  12月21日（木）午後１時30分～３時
 問  地域力推進室広聴担当　☎432-1208

対象保険料 問い合わせ ☎電話
国民健康保険
後期高齢者医療制度

保険年金課
資格担当 432-1257

介護保険 健康長寿推進課
高齢介護保険担当 432-1364

国民年金 ねんきん加入
者ダイヤル

0570-003-004
（050から始まる電話か
らは03-6630-2525）

重度障害のある方への手当
名称 対象 支給額（月額）

特別障害者
手当

常時、特別の介護が必要な在
宅の重度障害者（20歳以上） 26,810円

障害児福祉
手当

常時、介護が必要な在宅・入院
中の重度障害児（20歳未満） 14,580円

外国籍市民重度障
害者特別給付金

障害基礎年金を受給できない
重度障害を有する外国籍市民 41,300円

 問  障害保健福祉課障害難病支援担当　☎432-1285

戦没者遺族相談員制度
　戦没者遺族年金や、弔慰金に関する相談・助言を行う北
区の相談員を紹介します。なお、個人情報は厳守されます。
 相談員  澤田　喜美榮　　☎701-6649
 問  生活福祉課管理担当　☎432-1309

③行政書士会による相談（予約不要）
 日時  12月28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

④司法書士会による相談（予約不要）
 日時  １月11日（木）午後１時30分～３時30分
 問  京都司法書士会　☎241-2666

⑤空き家相談員による空き家相談窓口（予約不要）
 日時  １月18日（木）午後１時30分～４時30分
 問  都市計画局まち再生・創造推進室　☎222-3503
＊①～⑤の場所は、いずれも区役所３階会議室

⑥精神科医によるこころの健康相談（予約不要）
 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（旧保健センター）２階相談室
 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

健康保険・介護保険・年金からのお知らせ
納付した保険料は確定申告・年末調整で所得控除でき
ます。納め忘れはありませんか？
　特別徴収（年金からの引落とし）の場合は、徴収され
た本人の所得控除です。

☎ 432-1181（代表） Fax 432-0388
開庁  午前８時30分～午後５時 
（土・日・祝日、年末年始を除く）

ご来庁の際は、環境にやさしい公共交通機関で！

北区役所 紫野東御所田町33-1

ごみ

年末年始の市のお仕事
申込み・証明などはお早めに

病院・急病診療所

詳細は、ご家庭に配布予定の「お知らせビラ」（北エコまちステー
ション・北部まち美化事務所でも配布）かHPで確認を。

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000016745.html

＊保険証などを必ずお持ちください。

＊12月29日（金）までは通常の曜日どおり収集
日

品目 12/30（土）12/31（日）～1/3（水）
1/4（木）～
1/5（金） 1/8（月）1/9（火）

1/10（水）
～

燃やすごみ 収集なし 通常の曜日どおり収集

通
常
の
曜
日
ど
お
り
収
集

缶・びん・
ペットボトル 収集なし

プラスチック
製容器包装

月～金曜日
の全区域を
収集

収集なし 通常の曜日
どおり収集

小型金属類・
スプレー缶

第１水曜日
の区域を収
集

収集なし

雑がみ
第１水曜日
の区域を収
集

収集なし

せん定枝
（モデル実施）

第１火曜日
の区域を収
集

収集なし
通常の曜
日どおり
収集

種類 連絡先 休みの期間

大型ごみ フリーダイヤル　☎0120-100-530
携帯からは ☎0570-000-247

12月29日～1月3日
＊ 年内収集の受付は12
月22日まで

持込ごみ 南部クリーンセンター　　☎611-5362
東北部クリーンセンター　☎741-1003

12月31日～1月3日
＊ 年末年始は非常に混
み合います

犬・猫など
の死体

フリーダイヤル　☎0120-100-921
携帯からは ☎0570-000-614

12月31日～1月3日
＊ 年内収集の受付は12
月30日午前11時30分
まで

臨時し尿
収集 生活環境美化センター　☎681-5361

12月31日～1月3日
＊ 年内収集の受付は12
月26日まで

施設名 診療科 連絡先・場所 診療日時 

京都市急病
診療所

小児科 
内科 
眼科 

耳鼻咽喉科

☎354-6021 
中京区西ノ京東栂尾町６
（府医師会館１階）

12月29日～1月3日
小児科　　　 午前10時～午後５時、

午後６時～午前０時
内科・眼科　 午前10時～午後５時、

午後６時～午後10時
耳鼻咽喉科　午前10時～午後５時

京都市休日
急病歯科
中央診療所 

歯科
☎812-8493 
中京区西ノ京東栂尾町１
（府歯科医師会口腔保健センター１階）

12月29日～1月4日
午前10時～午後5時 

＊年末年始も上記のとおり診察を行いますが、診療所は、夜間・休日等の急な病気に対する応急的な診察を行う施設です。 
施設名 連絡先・場所 休みの期間

京都市立病院 ☎311-5311中京区壬生東高田町（五条御前） 12月29日～1月3日（救急外来を除く）

生活関連施設

もしものとき

道路・公園・保管所
施設名・連絡先 休みの期間

北区役所および出張所
　☎432-1181
北エコまちステーション
　☎366-0155

12月29日～1月3日
＊ 戸籍の届け出（婚姻・
出生・死亡届など）につ
いては、宿直室で受付

証明書
発行
コーナー

市役所・四条・竹田・
山科・北大路・桂・西院・
向島・嵯峨・岩倉

12月29日～1月3日

中央斎場　☎561-4251 1月1日～1月2日

深草墓園　☎641-3559 1月1日～1月3日
＊参拝は可

防火・防災・救急に関する相談
　北消防署　　　☎491-4148
　京都市消防局　☎231-5000

無休
（24時間受付）

上下水道局北部営業所
　☎462-3251　Fax463-4826 12月29日～1月3日

上下水道局お客さま窓口
サービスコーナー
　☎672-7770　Fax672-7773

12月29日～1月3日
＊ 修繕の申込み、道路上
の水漏れ、下水道の取
付管の清掃について
は年中無休で受付

相談先 連絡先など
京都市DV相談
支援センター

緊急ホットライン　☎874-7051
（12月29日～1月3日も受付）

子ども虐待SOS
専用電話

☎801-1919
（24時間対応、無休）

施設名・電話番号 休みの期間
北部土木事務所
　☎492-3111

12月29日～
1月3日北部みどり管理事務所

　☎882-7019
撤去自転車等保管所

施設名など 営業状況

市バス 
12月29日～1月3日は

休日ダイヤ 
＊ 12月31日は初詣終夜バス
を運行

地下鉄 
12月30日～1月3日は
土曜・休日ダイヤ 

＊12月31日は終夜運行 
定期券販売所 12月31日～1月3日休み
行き先・運行
などの問合せ 各案内所にて無休

忘れ物の
問合せ

無休 
市バスは北大路案内所　
　☎493-0410 
地下鉄は烏丸御池駅案内所
　☎213-1650
＊ 当日分は市バス各営業
所・地下鉄各駅へ 

市バス・地下鉄

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２６４号　　平成２９年１２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
☎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）

京都いつでもコール 検索


