
市　民　し　ん　ぶ　ん　西京区版　　 第200号　　平成24年8月15日　（4）

■住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
�　次のすべての要件に当てはまる住宅につ
いては、床面積120㎡までの部分の固定資産
税が、翌年度に限り3分の1減額されます。
○平成20年1月1日以前に建築された住宅
○�平成25年3月31日までに、窓の二重サッシ
化などの省エネ改修を行っていること
○�省エネ改修のための工事費用が30万円以
上（床、天井、壁の断熱改修の費用を含む。）
　省エネ基準に適合している旨の証明書な
どを添えて、工事完了後3か月以内に申告し
てください。
問���区役所固定資産税課（☎381・7342）
支所課税課（☎332・9172）�

■入院、外来受診時における医療費等の負担軽減
　「限度額適用認定証」などを提示すれば、
入院時や高額な外来受診時における医療費負
担が、自己負担限度額までで済みます。市民
税非課税世帯の方は、食事代についても減額
されます。
※�　｢認定証｣ の申請は、保険証と印鑑を持
参のうえ、行ってください。（国民健康保
険に加入されている70～74歳の方及び後期
高齢者医療にご加入の市民税課税世帯の方
は、申請は不要）

　問 �区役所保険年金課（☎381・7409）
支所保険年金課（☎332・9298）

■各種手当の届出をお忘れなく
　8月は、次の手当を引き続き受給するため
の届出をしていただく月です。届出がない場
合は、8月分以降の手当が受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
手当の名称 必要な届 提出先

児童扶養手当 現況届
区役所支援保護課
(☎381・7665）
支所支援保護課
(☎332・9195)

特別児童扶養手当 所得状況届
区役所支援保護課
(☎381・7666)
支所支援保護課
(☎332・9275)

特別障害者手当・
障害児福祉手当・
経過的福祉手当・
外国籍市民重度障
害者特別給付金

現況届

市内在住の60歳以上の方が利用対象
☆9時～17時　☆休館日…日曜、祝日

■西京老人福祉センター（☎392・4705）
　◎すこやか講座
　　日時　9月13日（木）14時～15時
    テーマ　�「高齢者のめまいについて～めま

いの原因は、耳と脳の病気？～」
    講師　シミズ病院副院長　種田二郎氏
　　　当日、直接センターへ。
　◎筋トレ教室、脳トレ教室24年度後期生募集
区分 筋トレ教室 脳トレ教室
期間 10月～25年3月
日時 第1・3木曜日の午後 第1・3月曜日の午後
定員 60名 40名

　申 �9月18日（火）～26日（水）に電話か来所で。
多数の場合は抽選。

■洛西老人福祉センター（☎335・0766）
　◎思い出のハワイアン
　�日時　8月25日（土）14時～15時半
　内容　�「ナレオハワイアンズ」によるウクレ

レの演奏と歌、フラダンスの鑑賞
　　当日、直接センターへ。

☆平日10時～19時半／土・日・祝日10時～17時
☆休館日…毎週火曜、第2・4水曜
■西京図書館�（☎392・5558）
　◎お楽しみ会　9月15日（土）15時～
　　＊たんぽぽの会による絵本の読み聞かせ
■洛西図書館�（☎333・0577）
　◎開館25周年記念事業
　　「洛西読み聞かせの会」おはなし会
　　9月1日（土）14時～
　◎お楽しみ会　9月15日（土）14時～

■�学校コミュニティプラザ事業　パソコン教室
参加者募集
　日時　①パソコン基礎講座（初心者向け）
　　　　　9月28日から毎週金曜日(全12回)
　　　　　10時半～12時
　　　　②エクセル講座
　　　　　9月26日から毎週水曜日(全12回)
　　　　　19時半～21時
　場所　竹の里小学校
　定員　各講座12名（多数の場合は抽選）
　費用　9,600円（全12回分）
　　　　※　別途、テキスト代1,000円程度
　申 �往復はがきに住所、氏名、電話番号、希

望講座を記入のうえ、〒610－1144西京区
大原野東竹の里町4－1竹の里小学校まで。
9月7日(金)必着。パソコン持込可。

　問 竹の里小学校（☎332・3745）

■福祉医療制度のお知らせ
�　健康保険に加入している市内在住の方を対
象に、下表のとおり制度を設けています（い
ずれも所得制限あり）。適用を受けるには、あ
らかじめ申請が必要です。
制度名等
（適用開始日） 対象となる方 支給内容

母子家庭等�
医療
（申請日）

次のいずれかに該当する方
①�生計を一にする父親が
いない児童
②�①の児童と生計を一に
する母親
③�両親のいない児童と、
その児童を扶養する20
歳未満の方など
　�（児童：18歳に達する日
以後の最初の3月31日ま
での間にある方）

健康保険の
自己負担額

重 度 心 身
障害者医療
（申請月の
初日）

次のいずれかに該当する方
①�1級又は2級の身体障害
者手帳をお持ちの方
②�知能指数（ＩＱ）が35以
下の方
③�3級の身体障害者手帳を
持ち、ＩＱが50以下の方

④�3歳未満で障がいの程度
が①～③と同程度の方
◎�重度障害老人健康管理
費は、後期高齢者医療
の資格がある方

健康保険の
自己負担額

重 度 障 害
老 人 健 康�
管 理 費�　
（申請月の
翌月）

後期高齢者
医療の一部
負担金相当
額

老人医療
（申請月の
初日）

65歳以上70歳未満で、次
のいずれかに該当する方
①所得税非課税世帯
②�寝たきりや一人暮らしの
方又は同居者が親族のみ
で全員が60歳以上、18歳
未満又は一定の障がいの
ある方の世帯

健康保険の
自己負担額
から一部負
担金(＊)を
差し引いた
額

＊�　後期高齢者医療の一部負担金相当額（1
割又は3割負担。上限あり）。入院又は外
来受診時の自己負担額は、「福祉医療費一
部負担金限度額適用認定証」等の提示によ
り、軽減される場合あり。

問 �区役所福祉介護課（☎381・7643）
支所福祉介護課（☎332・9194）
重度障害老人健康管理費は
区役所保険年金課（☎381・7409）
支所保険年金課（☎332・9298）

■小さな秋のこころまつり
　こころの病のある方、こころの病に関心の
ある方、一緒に交流しませんか。
日時　9月7日（金）13時半～15時半
場所　桂川地域体育館
内容　リズム体操、スカイクロス、西京音頭など
　　当日、直接会場へお越しください。
問 保健センター健康づくり推進課（☎392・5690）
支所健康づくり推進室（☎332・9348）

■健康チェックをしませんか
区分 青年期健康診査 骨粗しょう症予防

健康診査

内容

検�査：問診、身体・血圧測
定、尿・血液検査、診察

結�果説明：健診結果の説
明、栄養・保健指導

検�査：問診、身体測定、
骨�塩定量検査

結�果説明：健診結果説
明、栄養・保健指導

対象

市内在住の18歳から
39歳までの方
※�会社等で同様の健
診を受診できる方
はご遠慮ください。

市内在住の18歳から
70歳までの方
※�妊娠中又はその可
能性のある方はご
遠慮ください。

検査日と結果説明日の2回とも受診できる方
費用 500円 1,000円
日時・
場所

西京保健センター：毎月第2、4木曜日�9時～10時半
洛西支所：毎月第1、3金曜日　8時半～10時半

※�　費用免除制度があります。詳しくは問
合せ先まで。

　申・問 ����保健センター健康づくり推進課（☎392・5690）
又は支所健康づくり推進室（☎332・8140）
に電話で予約。各回先着20名。

■献血にご協力ください
日　時 場　所

9月5日（水） 10時～12時 上里町自治会館
13時半～15時半 大原野総合自治会館

9月18日（火） 10時～12時 桂東小学校
　問 保健センター健康づくり推進課(☎392・5690)
■骨髄バンクのドナー登録にご協力を
　�　骨髄提供―それは、人から人への、い
のちの贈りものです。
　問 市保健医療課（☎222・3419）

保健センター健康づくり推進課(☎392・5690)
支所健康づくり推進室(☎332・8140)

■行政相談委員による無料行政相談
日時　毎月第1木曜日　13時半～15時半
場所　区役所・支所まちづくり推進担当
問 �京都行政評価事務所（☎211・1100）
　�区役所まちづくり推進担当（☎381・7197）
　�支所まちづくり推進担当（☎332・9318）
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その他は平成24年1月から6月までの累計
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受付時間
午前 8 時～午後 9 時（年中無休）

電話　　661-3755　ＦＡＸ　661-5855
電子メール（以下のホームページから送信できます）
パソコン http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/

0000012821.html
携帯電話 http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc

代表電話・FAX 番号
西京区役所
　地域力推進室・区民部・福祉部 ☎381-7121　FAX381-6135
　保健センター ☎392-5690　FAX392-6052
洛西支所 ☎332-8111　FAX332-8188


