（3） 令和 3 年6月15日

市

第306号

問 ＝問合せ

北区役所

紫野東御所田町33-1

☎ 432-1181（代表） Fax 432-0388
ご来庁の際は、環境にやさしい公共交通機関で！

相

談（無料）

①京都市民法律相談（要予約）

日時 毎週水曜日
（祝日除く）午後１時15分～
３時15分＊相談時間：相談者１組につき20分
申込 相談日の週の月曜日～水曜日の開庁時間
（水曜日は午後２時30分まで）に、地域力推進室まで
お電話または来庁にてご予約を。＊閉庁日を除く
定員 12人
（先着順。定員になり次第受付終了）
問 地域力推進室広聴担当 ☎432-1208

②行政書士会による相談（予約不要）

日時 ６月24日
（木）午後２時～４時
問 京都府行政書士会第４支部事務局 ☎741-3567

③司法書士会による相談（予約不要）

日時 ７月８日
（木）午後１時30分～３時30分
問 京都司法書士会 ☎241-2666

④行政相談委員による行政相談（予約不要）

日時 ７月15日
（木）午後１時30分～３時
問 京都行政監視行政相談センター ☎802-1100

⑤不動産（空き家等）相談窓口（要予約）

日時 ７月１日
（木）①午後１時30分～

！

注目 !

②午後２時20分～ ③午後３時10分～
＊相談時間：相談者１組につき40分
申込 ６月15日 ( 火 ) ～27日
（日）に、いつでもコー
ルにて受付。＊①氏名②電話番号③日時④会場（北
区役所）⑤相談物件住所⑥相談概要を明記ください
定員 ３組
（先着順）＊１組２名まで
問 都市計画局まち再生・創造推進室
（空き家対策
担当）☎222-3503
①～⑤の場所は、いずれも区役所本庁舎３階会議室

⑥こころの健康相談 ( 予約不要 )

精神科医師と精神保健福祉相談員が相談をお受
けします。ひきこもりについての相談もできます。
日時 第１～４木曜日 午後１時30分～３時
場所 区役所西庁舎２階 相談室
問 障害保健福祉課 ☎432-1285

保健・福祉
国民健康保険からのお知らせ
令和3年度分の保険料通知書は、今月中旬にお送り
します
現在、保険料を納付書で納付されている世帯には、
保険料通知書に口座振替の申込書を同封していま
す。毎月納めに行く手間が省け、納め忘れの心配も
ない便利な口座振替をぜひご利用ください。

民
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ん
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北区版

なお、保険料の納付が困難な事情があるときは、
減額が適用される場合もありますので、8月末まで
にご相談ください。それ以降になりますと、減額で
きる額が少なくなりますのでご注意ください。
また、減免申請を含め、各種届出または申請につ
いては、一部を除き郵送での手続きが可能です。届
出や申請に必要な書類は、京都市のホームページか
らダウンロードすることもできますので、ご活用く
ださい。
問 保険年金課資格担当 ☎432-1257

国民年金からのお知らせ
国民年金保険料免除制度について
次の事由に該当する方は、国民年金保険料を未納
のままにせず、
「免除」または「納付猶予」の手続き
を行ってください。
・経済的な理由や失業、災害により、保険料の納付
が困難な方
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が急
減し、保険料の納付が困難な方
・障害基礎年金及び被用者年金の障害年金（2級以
上）を受給されている方
・生活保護法の生活扶助を受けられている方
・出産を控えている方
免除及び納付猶予になった期間は、年金の受給資
格期間に算入されます。ただし、年金額を計算する
ときは、保険料を納めた時に比べて減額されます（出
産に伴う免除の場合は保険料を納めた場合と同額
として計算されます。納付猶予になった期間は、年
金額には反映しません）。
また、各種届出または申請については、一部を除き
郵送での手続きが可能です。届出や申請に必要な書
類は、京都市または年金機構のホームページからダ
ウンロードすることもできますので、ご活用ください。
問 保険年金課保険給付・年金担当 ☎432-1273

後期高齢者医療制度からのお知らせ
新しい保険証を7月中にお送りします
古い保険証は、８月１日以降使用できません。８
月１日以降に新しい保険証を提示せずに受診した
場合、一旦、医療費を全額お支払いいただくことが
あります。
問 保険年金課資格担当 ☎432-1257

ひとり親家庭自立支援給付金事業
の拡充について
ひとり親家庭の親の就業に向けた能力開発のため
に実施している自立支援教育訓練給付金事業及び高
等職業訓練促進給付金等事業について、次のとおり
支援を拡充しました。
・自立支援教育訓練給付金事業
市内在住のひとり親家庭の親が、厚生労働大臣指
定教育訓練講座を受講した場合に受講費用（2万円以
下は対象外）の最大60パーセント（上限20万円）を
支給する自立支援教育訓練給付金について、准看護
師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資
格を取得するために養成機関で修業する場合や、４
年以上の課程の履修が必要な養成機関で修業する場
合には、支給期間を３年から４年に拡充しました。
申請方法 区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室
にて受講開始前に申請
・高等職業訓練促進給付金等事業
市内在住のひとり親家庭の親が、看護師、准看護
師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法
士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、言語聴
覚士、製菓衛生師、調理師の資格取得のため、法令
の定めによる養成機関で1年以上のカリキュラムを修
業する場合に、給付金を支給する高等職業訓練促進
給付金等事業について、准看護師養成機関を修了す
る者が、引き続き、看護師の資格を取得するために

市
養成機関で修業する場合や、４年以上の課程の履修
が必要な養成機関で修業する場合には、支給期間を
3年から４年に拡充しました。
申請方法 区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室
にて修業開始後に申請
注意事項 申請日の属する月以降分からの支給。ま
た、定期的な在籍証明書等の提出が必要
問 子どもはぐくみ室子育て推進担当 ☎432-1284
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耐震性の向上や道路拡幅を目的とする御薗橋の架け

交通渋滞解消をはじめ、周辺地域にお住まいの皆様の利便が益々

道の幅が広くなったことにより、渋滞の緩和や歩行者の

向上することを大いに期待しています。

すれ違いがしやすくなるなど交通環境が大幅に改善し

新たな橋の正面には、皆様をお迎えする大鳥居も竣工していま

ます。

すので、多くの方の竣工を祝ってのご来社をお待ちしています。

安全・快適になった御薗橋をぜひご利用ください。

賀茂別雷神社
（上賀茂神社）
田中 安比呂宮司

完成イメージ図 御薗橋東詰め付近から上賀茂神社前付近
上賀茂神社

地域が待ち望んだ事業の完成を大変うれしく思っています。気
掛かりでした歩道の狭さも改善され、高齢者や小さな子どもたち

市・府民税の納税通知書を送付します

が安心して橋を利用できることが何よりもありがたいです。通

令和３年度の市・府民税が課税される方には、６
月10日付けで納税通知書を発送しています。
対象 納付書または口座振替、公的年金からの引き
落としで市・府民税を納めていただく方（給与所得
者の方には勤務先を通じて「市・府民税特別徴収税
額の決定通知書」を送付しています）
臨時窓口 ６月30日
（水）まで区役所に市民税臨時窓
口を開設していますが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から、課税内容についてのお
問い合わせは、まずは電話でお願いします。
＊この納税通知書の発送後においても、申告書の提
出時期や調査などの状況により課税の内容を変更
（翌月以降、新たに納税通知書または税額変更通知
書を発送）させていただくことがあります。

りやすくなった御薗橋をご利用いただき、御薗橋801商店街にも

御薗橋

問合せ

どんどん立ち寄っていただきたいです。
建設局道路建設課 ☎222-3577

消防団についての
質問に私がお答え
します！

A 消防団は、消防署と連携して火災やその他の非
常災害時に警戒防御活動を行うとともに、市民の防
火・防災に対する意識と対応力を高めるため活動し

☎746-5824

ています。
Q 消防団員になるには？
京都市消防局
公式キャラクター
北山 駆

7/1～7/15

上の方」の全ての条件を満たしていることが必要で

Q 平常時には何をしているの？

夏の色

高齢の方や障害のある方が、住み慣れた地域で安心し
て暮らしていけるように、生活費のやりくりをお手伝い
したり、生活の困りごとを聞いたりする「生活支援員」を
募集します。
活動希望の方は、以下の研修を受講してください。
【生活支援員養成研修】
、29日（木）
、８月３日（火）
いずれも午後１時30分～
日時 ７月27日（火）
場所
対象

Q 災害時には何をするの？
A 火災現場では、警戒区域の設定と群衆整理、人命救助と避難誘導、
物品の搬出と保護、飛び火の警戒、消火活動の支援、鎮火後の警戒な
どを行います。また、火災の状況によっては消防隊と協力し、配置器
材を活用して消火活動を行います。震災その他の非常災害時は、小

全３回の講座を全て受講できる、申込時点で満30歳以上かつ
令和４年３月31日時点で75歳未満の方

料金

無料

定員

申込・問合せ

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）

北消防団では、地域の防火・防災に興味や熱意のある消防団員を募集してい

ごようはここ

☎６６１
‐３７５５ ＦＡＸ ６６１‐５８５５

問合せ

＊番号のお間違いがないようご注意ください

北消防署

☎441-1900

が苦手な20代の若者のための居場所づくりをサポートするボランティ
アを募集します。
活動日時

対象

ます。詳しくは北消防署総務課にお問い合わせください。

北区社会福祉協議会

レクリエーションや課外活動を通して、人とのコミュニケーション

毎月第２火曜日

午後１時30分～６時

第２土曜日

午後１時30分～６時

第３木曜日

午後３時30分～７時

型動力ポンプや救助器材などの装備を活用して、消火・救助活動な
どを行います。

70名

２
０代のための居場所づく
り
「ごぶさた」
ボランテ
ィアを募集

ロール、応急手当の普及啓発などを実施しています。

場所
岩戸落葉神社
氏子会館
中川出張所前

ひと・まち交流館 京都 ２階 大会議室
下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1
（河原町通五条下る東側）

させるために指導や訓練を行うとともに、訪問防火指導や巡回パト

スポーツ

京都いつでもコール

日常生活自立支援事業の
「生活支援員」
を募集しています
！

A 地域の防火・防災リーダーとして、地域住民の災害対応力を向上

家族

午前10時～10時40分 雲ケ畑小・中学校
7/8
午前11時20分～11時50分
大宮小学校
（木）
午後1時～1時30分
原谷苑東門前

みなここ

A「区内に居住、勤務または通学する方」
、
「18歳以
す。＊日本国籍を有する方に限ります

移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）

午前11時～11時40分

消防団ってなに？

Q 消防団はどんな活動をしているの？

紫野雲林院町44-１ 市バス「大徳寺前」または「北大路堀川」
☎492-8810 Fax491-5033 休館日 毎週火曜日

午前10時～10時40分

係者の皆様に心より感謝申し上げます。

北消防署からのお知らせ

～あなたも消防団に入団しませんか～

北 図 書 館

7/1
（木）

長期間にわたり、様々な配慮のもと工事を進めていただいた関

御薗橋801商店街振興組合
田中 美保子理事長

北 区 安心・安全のまちづくり

市・府民税の申告期限を4月15日（木）まで延長
しましたが、3月16日（火）以降に申告された場合
は、納税通知書が発送されていないか、発送され
た納税通知書に申告の内容が反映していないこ
とがあります。

時間

令和 3 年6月15日 （2）

薗」に由来する御薗橋の拡幅、架け替えが竣工し、今後初詣時の

点の再整備が完成し、全面供用を開始します。道路と歩

北区内の子ども食堂の開催日時、
場所をホームページに公開中。
「北区子どもはぐくみ室 子ども食堂」で検索！
問 子どもはぐくみ室子育て相談担当 ☎432-1454

月日

第306号

かつて当神社の神様にお供えする野菜等を栽培していた「御

替えと、御薗橋東側の道路拡幅及び上賀茂神社前交差

北区の子ども食堂一覧

■コーナー別展示図書
期間 6/16～6/30
コーナー
一般展示①
環境月間
一般展示②
室内で楽しむ
児童展示
地球のおはなし

北区版

御薗橋改築事業が完成します！ ～６月29日午前０時から全面供用～

その他

問 市税事務所市民税第１担当

ん

市内に居住、勤務または通学する
18歳から30歳までの方

申込・問合せ

☎491-4148

＊高校生は不可

北青少年活動センター

☎451-6700
メール：kita@ys-kyoto.org

E メール （ホームページから） 京都いつでもコール 検索

京都市は「地域コミュ
ニティ活性化推進条
例」を制定して、自
治会・町内会を中心
とする地域コミュニ
ティを応援しています。

北区の数字 世帯数 57,983世帯 総人口 116,545人 男性 55,383人 女性 61,162人

＊令和3年5月1日推計

