
高額医療・高額介護合算療養費制
度に関する申請をお忘れなく
　医療と介護の両方の保険制度を利用して
いる方で、１年間（８月から翌年７月まで）
の自己負担額を合計した結果、限度額を超
える場合に、超えた額を支給するものです。
手続きについては、７月31日現在、後期高
齢者医療の対象の方は保険年金課で、それ
以外の医療保険に加入されている方は、加
入されている医療保険と介護保険の両方で
行ってください。

問い合わせ先
＜国民健康保険、後期高齢者医療＞
　区保保険年金課（☎381・7409）
　支保保険年金課（☎332・9298）
＜介護保険＞
　区保健康長寿推進課（☎381・7638）
　支保健康長寿推進課（☎332・9274）
＜上記以外の医療保険＞
　加入先の医療保険

重度障害者タクシー利用券の更新
　現在お持ちの利用券の有効期限は３月
31日です。４月以降も利用を希望される方
は、３月23日（金）以降に、身体障害者手
帳（１・２級）、療育手帳（Ａ判定）または
精神障害者保健福祉手帳（１級）と印鑑（朱
肉使用のもの）を持参のうえ、交付申請を
行ってください。１月あたり４枚を基準と
し、申請月以降の分をまとめて交付します。
申・問
区保障害保健福祉課（☎381･7666）
支保障害保健福祉課（☎332･9275）

母子・父子家庭自立支援給付金等
　ひとり親家庭の親の就業に向けた能力開
発を支援します。
①自立支援教育訓練給付金事業
内厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講した場
合に、受講費用の最大60％（上限20万円、下
限１万２千円）を支給！所得制限あり。
②高等職業訓練促進給付金等事業
内看護師（准看護師を含む）、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、市民税非課税世帯については月額10万円の給
付金と５万円の修了支援給付金を、市民税課税世
帯については月額７万５百円の給付金と２万５千
円の修了支援給付金を支給！受給要件あり。
③ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
内②の資格取得のための養成機関の入学時に入
学準備金（限度額50万円以内）・就職時に就職
準備金（限度額20万円以内）を貸付！資格取得
後等の状況により返還金が免除になる場合あり。

対��①～③いずれも母子家庭の母、父子家庭
の父
申・問①③は受講申し込み前（③は要事前
相談）、②は入学後速やかに、区保子どもは
ぐくみ室（☎381･7665）、または支保子
どもはぐくみ室（☎332･9195）へ。

竹エクササイズ教室
　踏み竹を使った運動やお口の体操、簡単
ストレッチ
時①４月16日（月）、②５月14日（月）
※どちらも10時～11時半（受付９時45分）
所①②区役所大会議室定①②先着40人
対医師から運動制限をされていない、18歳
以上で区内に在住の方
持ち物動きやすい服装、飲み物、タオル
申①４月２日（月）、②５月１日（火）から
区保健康長寿推進課（☎381・7643）へ。
！グループでの申し込み不可

犬の登録と狂犬病予防注射
　生後91日以上の飼い犬は、生涯に一度の
登録と年１回の狂犬病予防注射が義務づけ
られています。
￥未登録の犬（登録と注射）：6,900円、
　登録済みの犬（注射のみ）：3,300円
！①犬を制御できる人が連れてきてくださ
い。②ふん尿の始末をするなど、まわりに
迷惑をかけないようにしてください。

日時 場所
４/３ 15時～15時半 桂川小
5 14時～15時15分 桂坂小
8 14時～15時半 西京区役所

保健福祉センター別館
11 14時～14時半 松陽小

15時～15時45分 桂東小

16 14時～14時45分 JA京都中央大原野支店
15時15分～15時45分 福西小

18 14時～14時45分 新林小
15時15分～16時 樫原小

19 14時45分～14時55分 大原野外畑公民館前

23 14時～14時半 嵐山東小
15時～15時45分 松尾小

！30年度は会場を統合するなど、例年とは
大きく変わっていますので、日時・場所を
よく確認のうえ、ご都合のよい会場にお越
しください。
問医療衛生センター西部方面担当
　　　　　　　　　　　（☎746・7214）

京フィル「これぞ超名曲コンサート」
内�誰もがよく知る
クラシックの名
曲を演奏
時３月23日（金）
　�18時半～20時
　（開場18時）
所西文化会館ウエスティ￥無料定448名
問同会館（☎394・2005）

学校コミュニティプラザ事業
パソコン教室
時４月27日から毎週金曜日（全10回）10
～12時所竹の里小内パソコンの基礎・操
作の講座定10名（多数抽選）
￥9,600円（テキスト代等）
申・問往復はがきに住所、氏名、電話番号
を記入し、〒610－1144西京区大原野東
竹の里町４－１竹の里小（☎332・3745）
まで。４月２日（月）消印有効
書道教室
時５月14日（月）から第２・４月曜日（全
16回）10時～11時半所大原野小定10名程
度￥7,000円（初回一括納入）、年間施設使
用料1,000円程度
申・問往復はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、〒610-1132�西京区大原
野灰方町439�大原野小（☎331・0005）
まで。４月６日（金）消印有効

福祉・ボランティア団体の活動を助成
　共同募金配分金を財源に、区内で地域福
祉活動を行う団体に対し、活動費や備品整
備費などの助成をします。
申４月16日（月）までに西京区社会福祉協
議会、または同ホームページで配布する申
込書に必要事項を記入のうえ、郵送、FAX
または持参で。※申請の相談会を４月９日
（月）14～16時まで区役所２階会議室で開
催。
問西京区社会福祉協議会
　（☎394・5711、FAX394・5712、
　　〒615－8083西京区桂艮町23－４）

●市内在住で60歳以上の方が利用対象
●9～17時 休日、祝

西京老人福祉センター（☎392・4705）
頭の体操・漢字のおさらいのつどい
内楽しく漢字に触れ、知的達成感で脳も
心も満足！時３月22日（木）14時～15
時半要鉛筆（黒・赤）、消しゴム
すこやか講座
テーマ誤嚥

えん

性肺炎の予防・口腔体操
時４月12日（木）14時10分～15時
講師西京区地域介護予防推進センター職員

洛西老人福祉センター（☎335・0766）
なつメロのつどい
内平成10年以前の曲限定！※１人２曲
時３月29日（木）13～14時（申込者は12
時50分集合）定先着20名
申３月19日（月）から電話か来所で。※当
センターカラオケ同好会会員は３月24日
（土）�から申し込み開始
！見学者は申し込み不要

● 平日9時半～19時半 ● 土、日、祝9時半～17時
　火（祝日の場合、翌平日）休

4/１（日）～4/30（月・振休）
子ども読書の日記念事業

西京図書館（☎392・5558）
3月23日（金）
11時～

アフロのおはな
しやさんと絵本
を楽しむ会

絵本の読み聞かせや
手遊びなど

4月14日（土）
15時～ おたのしみ会 紙芝居・簡単な工作

など
4月15日（日）
11時～

松尾小学校絵本サークル「もこもこ」
による紙人形劇

4月19日（木）
15時～

消防おたのし
み会

西京消防署による防
災の紙芝居など

洛西図書館（☎333・0577）
3月22日（木）
11時～

赤ちゃんと絵本
をひらく会

保育士による絵本の
読み聞かせや手遊び
など

おたのしみ会　絵本の読み聞かせなど
4月14日（土）�
14時～ おはなしの会のはらクラブ

4月15日（日）�
10時半～ 本とお話の会パンフルート

移動図書館「こじか号」巡回
（☎801・4196）

3月29日（木）

10時～10時40分 桂東小

11時20分～11時50分 右京の里
自治会館北側

13時～13時半 大原野小

4月4日（水） 10時～10時半 松尾小
10時50分～11時50分 嵐山東小

特に記載のないものについては、事前申込不要、料金無料
時…日時、時期　所…場所　対…対象　内…内容
定…定員　￥…費用　要…必要な物　申…申込み
問…問合せ　休…休日　！…注意
　　…区役所保健福祉センター　　　　…区役所
保健福祉センター別館� 　　…支所保健福祉センタ−
区保 区保別

支保

各種相談の
ご案内
弁護士による京都市民法律相談（予約制）
日時 毎週水曜日（閉庁日を除く）

13時15分～15時15分（各20分以内）

場所
区役所1階
まちづくり推進
担当室内

支所２階会議室

定員 12名 6名

予約
相談日の週の月曜日から当日の8時半～
17時（当日は14時45分）までに問い合わ
せ先へ電話または来庁で。

問合先
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）

行政書士による無料相談会
　遺言、相続、成年後見、クーリングオ
フ等に関するご相談に応じます。
時①３月20日（火）、②４月17日（火）い
ずれも13時半～16時（先着順）所①区役
所２階小会議室、②支所２階第１会議室
問京都府行政書士会（☎692・2500）

いずれも
無料

西京消防署  392-6071

29年中の区内の火災発生件数は25件
火災件数と焼死者数
火災件数 焼死者数

西京区内 　25件（＋6件） 　３人（＋３人）
京都市内 249件（－7件） 15人（±０人）
� （かっこ内は前年比）
　出火原因において、京都市内・西京区
ともに、「放火火災」が１位となりました。
　放火火災防止のため、次のことを実践
しましょう。
◯�建物の周りに燃えやすいものを置かない。
○�門扉や物置にはしっかりカギを掛ける。
○�夜間には家の周りを明るくする。
○�センサーライトなどを設置する。
○�放火を防ぐ地域の活動に積極的に参加する。
○�車やバイクのカバーは防炎製品を使用する。

西京警察署  391-0110

新１年生（7歳）を交通事故から守ろう！
　子どもの歩行中の交通事故は、「7歳」
が最も多いのです。
　4月は新入学のシーズン。新１年生の
保護者の方は、入学までに繰り返し指導
し、道路上での安全な行動ができるよう
教えてあげてください。
◆信号や横断歩道のルールなど、実際の
通学路を一緒に歩いて教えてあげま
しょう
◆子どもは、大人の行動をよく見ていま
す。日頃から大人がルールを守って、正
しい手本を示しましょう

短歌・俳句教室
生徒 随時募集中！

　このたび、下桂御霊神社のトイレが「京都市観光

トイレ」として、観光客や市民の皆さまに開放さ

れ、広くご利用いただけるようになりました。

所西京区桂久方町

問市まち美化推進課（☎213・4960）

　地域力サポート事業補助金の説明会と併

せて、平成30年度第１回地域力サポート講

座を開催します。まちづくり活動に興味の

ある方や、平成30年度に補助金の申し込み

をする団体は、ぜひ受講してください。

時４月19日（木）13時半～15時半

内「広報力」編

所区役所２階大会議室

講師藤川和也氏

　　（ＮＰＯ法人やさしいデザイン理事　グラフィックデザイナー）

申先着100名（直接会場に来てください。）

問区役所総務・防災担当（☎381・7158）

短歌教室 奇数月第１月曜日13～16時

俳句教室 初・中級の各コース月１回開催13～16時

問区役所まちづくり推進担当（☎381・7197）

住民票の写しなどは、
証明書発行コーナーでも発行しています
阪急桂駅証明書発行コーナー
所阪急桂駅東口　ミュー阪急桂イースト１階

　　　　　　　　　　　　　　　　　 (☎382・5549)

時平日 ８時半～19時、土・日 ８時半～17時

休祝日、振替休日、国民の休日、12/29～１/３

取扱証明書①住民票の写し、②住民票記載事項証明

書、③印鑑登録証明書、④税関係証明書、⑤戸籍関係

証明書

！④は、平日17～19時と土・日は即日発行不可。⑤

は、受理証明書など一部発行できないものもあります。

要�運転免許証等の本人確認書類

　※印鑑登録証明書は、印鑑登録証（カード）が必要

その他のターミナル証明書発行コーナー
地下鉄四条、竹田、山科、北大路の各駅

問市地域自治推進室（☎222・3085）

住所変更の届出　住所を定めた日から14日以内に届出を！
種類 窓口

①市外へ転出 旧住所地の区役所、支所
②市内での住所変更 新住所地の区役所、支所

（要通知カードまたはマイナンバーカード、住民基本台帳カード 
※③の方は転出証明書も必要）③市外からの転入

＊ 外国籍の方は②、③の際、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証
明書が必要。

＊ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード所持者の転出・転入手続の特例
　 　今までの住所地の役所に特例転出届を郵便などで事前に送付しておくと、転

出証明書を添付しなくても、転入届の提出が可能。
＊�印鑑登録　市外への転出の場合は登録が抹消されるので、新住所地の役所で新

たに印鑑登録を。

　原動機付自転車や軽自動車等を所有しなくなった場合は、3月30日（金）まで
に廃車および異動の申告を。
申告・問合せ先

原動機付自転車・小型特殊自動車
西京税務センター（☎ 381・7248）
洛西税務センター（☎ 332・9170）
市納税推進担当　  （☎ 213・5467）

3輪、４輪の軽自動車 軽自動車検査協会京都事務所（☎ 050・3816・1844）
125㏄超～ 250㏄
のバイク

廃車したとき 京都府軽自動車協会（☎ 691・6516）
廃車以外の変更のとき 京都運輸支局（☎ 050・5540・2061）

250㏄超のバイク 京都運輸支局（☎ 050・5540・2061）
※期日までに廃車申告がない場合は課税されますので、ご注意ください。
！ 軽自動車や排気量が125㏄超のバイクの場合で、転出や譲渡により他府県ナンバ

ーに変更するときは、転出（譲渡）先の運輸支局等での手続きとなります。その
際、本市への「税の廃車申告」も忘れずに行ってください。

国民健康保険（国保）の届出　該当日から14日以内に届出を！
　職場の健康保険等の被保険者とその被扶養者、生活保護受給者、後期高齢者医療
の被保険者以外は、国保に加入しなければなりません。
◆市外からの転入・転出　◆職場の健保等の加入・脱退　の際には届出を
申・問区保保険年金課（☎381・7406）、支保保険年金課（☎332・9297）

問区役所市民窓口課（☎381・7215）、支所市民窓口課（☎332・9139）

各種届出をお忘れなく引越し・就職シーズン

廃車申告等はお早めに

下桂御霊神社に観光トイレ
オープン（終日開放）

３月25日、４月１日、８日　９～12時
日曜日に区役所・支所を臨時開所します

業務
住所異動 転入・転出・転居届など
戸籍届出 出生・死亡・婚姻届など
印鑑登録 印鑑登録・抹消など

証明書発行 住民票の写し、戸籍関係証明書、印鑑登録証明書など
※ 上記業務でも、他の機関が閉庁している等の理由に

より、その場で対応できない場合があります。

※ 一部取り扱わない業務（税関係証明の発行など）が

あります。

問区役所市民窓口課（☎381・7215）

　支所市民窓口課　（☎332・9139）

※ ３月 25 日の９～ 12 時はマイナンバーカードの交付

も併せて行います（事前予約制）。事前予約につい

ては区役所マイナンバー担当（☎ 874・1911）、

　支所マイナンバー担当（☎ 925・7101）まで。

◆同日、以下の窓口も臨時開所します。
①エコまちステーション
　（転入者へのごみの分別、有料指定袋に関する説明）
　問西京エコまちステーション（☎366・0192）
　　洛西エコまちステーション（☎366・0194）
②上下水道局営業所の臨時相談窓口
　（上下水道に関する受付）
　問お客さまサービス推進室（☎672・7733）

入学・入社・転勤・・・引越しの季節に

１月21日しょうざんボウルで開催

大
会
結
果

団体
優　勝　大原野体育振興会
準優勝　松尾体育振興会
第三位　桂坂体育振興会

個人
（男子）
（敬称略）

優　勝　坂
さか

本
もと

　昇
しょう

一
いち

郎
ろう

（大原野）
準優勝　雁

がん

子
こ

　勇
いさむ

（大原野）
三　位　秋

あき

山
やま

　博
ひろ

之
の

亮
すけ

（川岡東）

個人
（女子）
（敬称略）

優　勝　福
ふく

本
もと

　真
ま

喜
き

（大原野）　
準優勝　前

まえ

田
だ

　喜
き

代
よ

美
み

（松尾）
三　位　長

は

谷
せ

川
がわ

　幸
さち

子
こ

（桂坂）

西京区民
ボウリング大会

皆さんのまちづくり活動を支援！
平成30年度第1回地域力サポート講座
＆地域力サポート事業補助金説明会を開催

市民しんぶん 西京区版　第267号　平成30年3月15日　（2）（3）　平成30年3月15日　第267号　市民しんぶん 西京区版 電話 661-3755　ＦＡＸ 661-5855
電子メール（右のホームページから送信できます）

市政情報総合案内コールセンター

京都いつでもコール
受付時間　午前 8 時～午後 9 時（年中無休）

人口　149,709人（うち支所管内50,840人）　　世帯数　63,760世帯（うち支所管内20,870世帯）※平成30年2月1日現在西京区の人口、世帯数代表電話・FAX 番号  西京区役所 ☎381-7121 FAX381-6135　洛西支所 ☎332-8111 FAX332-8188

スマホ・タブレット▶ 携帯電話▶
パソコンはこちらから▼

検索京都いつでもコール
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