
●乳幼児歯科相談
　お子様の歯と口の健康について心配なことがある方はご利用ください。
時９時半～10時半　対０歳～就学前児　定10名（申込先着順）
申� 区保別 子どもはぐくみ室（☎392・5691）、支保 子どもはぐくみ室（☎332・9186）

まで事前に電話または窓口で。
スケジュール ８月 ９月 10月 11月

区役所保健福祉センター　別館 ６日（木） ― １日（木） ―
支所保健福祉センター ― ８日（火） ― 10日（火）

●成人・妊婦歯科相談
歯科医師と歯科衛生士による健診や相談を行います。
対妊産婦または18歳以上の方（事前申込不要）
問区保 健康長寿推進課（☎381・7643）、 支保 健康長寿推進課（☎332・8140）

スケジュール ８月 ９月 10月 11月
区役所保健福祉センター　別館

13時半～15時  ５日（水）  ２日（水）  ７日（水） ４日（水）

支所保健福祉センター
９時～10時半 11日（火） ― 13日（火） ―

歯科相談事業

高齢受給者証の送付
　国民健康保険に加入している昭和20年
８月２日から昭和25年７月１日までに生
まれた方に、新しい高齢受給者証をお送り
します。
　また、負担割合が３割の高齢受給者証を
お持ちで、世帯の収入が基準未満の方は、
申請されると翌月から負担割合が２割にな
ります。
問区保 保険年金課（☎381・7406）
　 支保 保険年金課（☎332・9297）
後期高齢者医療制度についての
お知らせ
保険料の通知の送付
　以下のとおり通知を送付しています。

対象 通知の内容

４月以降年金から
の引き落としをされ
ている方

・今年度の保険料
・ 10月、12月及び令和３

年２月に引き落としされ
る保険料

上記以外の方
・今年度の保険料
・ ７月以降の保険料の納
付方法

問区保 保険年金課（☎381・7406）
　 支保 保険年金課（☎332・9297）

減額認定証と限度証の送付
　現在、お持ちの後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証（以下「減額認
定証」）及び後期高齢者医療限度額適用認定
証（以下「限度証」）は、８月以降使用でき
なくなります。
　どちらも８月以降も交付要件を満たして
いる方には、７月末に新しいものを郵送し
ます。（限度証は今年度から再度の申請が不
要となりました。）
　ただし、世帯に所得不明者がいる等申請
が必要な場合があります。新しい減額認定
証・限度証が届かない場合には、問までご
相談ください。
問区保 保険年金課（☎381・7409）
　 支保 保険年金課（☎332・9298）

令和２年度介護保険料確定額の
通知の送付

　介護保険の第１号被保険者（65歳以上）
の方へ通知を７月末までに送付します。
　年金からの引き落としまたは、口座振替
に該当しない方は、同封の納付書で納めて
ください。口座振替による納付も便利です。
問区保 健康長寿推進課（☎381・7638）
　 支保 健康長寿推進課（☎332・9274）
後期高齢者医療制度、介護保険制度
保険料の納付が困難な方へ

　保険料の納付に困難な事情があるとき
は、減額される場合がありますので、保険
料の通知が送付される各窓口へご相談くだ
さい。
！新型コロナウイルス感染症の影響等により、以
下に該当する場合は、申請により特例減免制度
が受けられる場合があります。
・ 世帯主等の生計維持者が重篤な傷病を負っ

た、または死亡した場合
・ 世帯主等の生計維持者の事業等の収入が前年

に比べて10分の３以上減少した場合。※所得
要件あり。

問後期高齢者医療制度
　 区保 保険年金課（☎381・7406）
　 支保 保険年金課（☎332・9297）
　介護保険制度
　 区保 健康長寿推進課（☎381・7638）
　 支保 健康長寿推進課（☎332・9274）

福祉医療費受給者証の更新
（子ども医療を除く）
　前年の所得等を基に８月からの受給資格
を判定し、７月末に結果を郵送します。
　前回、所得超過等の理由により資格喪失
となった方でも対象となる場合があります
ので、８月中に申請してください。（重度障
害老人健康管理費は７月中。ひとり親家庭
等医療については申請日以降の適用）
！  ひとり親家庭等医療については現況届

の提出が必要です。
問い合わせ先・申請先

ひとり親家庭等医療
区保別子どもはぐくみ室（☎381・7665）
支保子どもはぐくみ室（☎332・9195）
重度心身障害者医療
区保障害保健福祉課（☎381･7666）
支保障害保健福祉課（☎332･9275）
老人医療
区保健康長寿推進課（☎381･7638）
支保健康長寿推進課（☎332･9274）
重度障害老人健康管理費
区保保険年金課（☎381･7409）
支保保険年金課（☎332･9298）

●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）
！  ７月号でお知らせ予定の「すこやか講

座」は中止となりました。

洛西老人福祉センター（☎335・0766）
●�ものづくり講座「秋色フラワーアレンジ」
内�アーティフィシャルフラワーやプリザー

ブドフラワーを組み合わせて作ります。
玄関やテーブルに彩りを添えましょう。
時８月25日（火）10～12時
講師舘花 文香 氏・大倉 美知子 氏
定15名（申込先着順）
申�８月５日（水）～８月20日（木）来所に

て受付
￥1,500円（申込時に必要）
要�フラワーバサミ（お持ちでない方は講師

がお貸しします。）、持ち帰り袋、上履き
！マスクの着用をお願いします。

Ｙ.Ｋ.
　火（祝日の場合、翌平日）休

●平日9時半～19時半  　変更の可能性があります
●土・日・祝9時半～17時

０才～小学校就学前のお子様向け…
絵本の読み聞かせ……………………

西京図書館（☎392・5558）
！７月中のイベントは中止となりました。

　８月８日（土）
11時～

久世保育所の保育士によ
るあかちゃん絵本の会
手遊びなど

洛西図書館（☎333・0577）
！７月中のイベントは中止となりました。

移動図書館「こじか号」巡回
（☎801・4196）

７月30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

８月５日（水）
10時～10時半 松尾小
10時50分～11時50分 嵐山東小

各種相談のご案内
行政書士による無料相談会
内�遺言、相続、成年後見、クーリングオ

フ等
時①７月21日（火） ②８月18日（火）
　①②とも13時半～16時（当日先着順）
所①区役所２階中会議室
　②支所第２会議室
問京都府行政書士会（☎692・2500） 

日本行政書士会連合会
公式キャラクター
ユキマサくん

アーティフィシャル
フラワーは、
布などを使って
生花そっくりに
作られたお花
なんだって！

西京警察署  391・0110
夏の交通事故防止府民運動

運動期間　７月21日（火）～７月31日（金）
ゆずり合う　ゆとりで走る　新時代
●運動の重点項目
・子どもと高齢者の交通事故防止
・ 信号機のない横断歩道における歩行者

優先の徹底
・自転車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶
●西京警察署管内での交通事故の特徴
・ 交差点での出会い頭や、右左折時の衝

突事故
・交差点付近での追突事故
確実な安全確認と車間距離を保ち、安全
運転をこころがけましょう。

西京消防署  392・6071
熱中症予防と対策

○対策１　暑さに負けない体力づくり
　適度の運動・適切な食事・十分な睡眠

○対策２　生活の中で、
　　　　　暑さに対する工夫を！
　 適度な空調で室温管理・衣服を工夫・

日よけ

○対策３　暑さから身を守るアクション
　水と塩分の補給・こまめな休憩
熱中症は「気付く」ことで防げます。 　事前申し込み制（先着順）です。各イベント開催日の前日までに問

までお申し込みください。（ただし「ぐんぐん☆ぷらす」の８月17日

（月）開催分は８月３日（月）から受け付け開始）

！・マスクの着用をお願いします。
　・事前に参加される方全員の検温のうえ、お越しください。

　・熱があるなど体調のすぐれない方は参加できません。

　・�「ま～ぶりんぐ�in�らくさい�きのひろば」については、京都市新型

コロナ安心追跡サービスへの登録をお願いします。

日時 タイトル、内容 実施団体 定員
７月16日（木）
　10～13時

ま～ぶりんぐ 
in らくさい きのひろば

主催・問： つどいの広場ま～ぶりんぐ
（☎333・8285） 親子４組

８月13日（木）
　10時～11時半

えほんとふれあおう！
（絵本の読み聞かせ、
 貸し出し等）

主催：洛西読み聞かせの会
協力：洛西図書館
問支所総務・防災担当
　（☎332・9185、FAX 332・8188）

親子５組

７月13日（月）
８月17日（月）
　10時15分
　　～11時半

ぐんぐん☆ぷらす
（自由遊び、
 交流タイム等）

共催：基幹ステーション
　　 （洛西地域の児童館）
　　  京都市久世保育所
協力：支保子どもはぐくみ室
　　 つどいの広場（８月17日のみ）
　　（ま～ぶりんぐ、のこちゃん広場）
問支保子どもはぐくみ室
　（☎332・9186）

親子５組

らくさい きのひろば
（支所１階ロビー 子育て支援スペース）での取組です！

自治会に加入して、みんなで
【ふるさと桂】を愛しましょう！

「春の文化作品展」を開催

西京警察からのお知らせ
「給付金詐欺に注意！」

　６月３日から５日までの３日間、支所１階ロビーで、西京区民ふれ

あい事業「春の文化作品展」が開催されました。�

　区民の皆さまが丹精込めて育てられたさつきを展示しました。会場

いっぱいに並べられた色鮮や

かなさつきの花々が、訪れた

多くの区民を魅了していまし

た。�

　人気が高かったさつきの作

品をご紹介します。（敬称略）�

１・３位� 長尾　雄市（大原野）

２位� 上野　幸一（松尾）�

　６月19日に区役所会議室で西

京区小学校・中学校校庭開放会

議が開催されました。�

　この会議は昭和57年に西京区

独自の事業として発足したもの

で、学校施設を地域のスポーツ

活動で利用する際のルールを確

認するために行われています。�

　当日は、区内の小・中学校、総合支援学校の校長や、各学区

・地域の体育振興会会長などが参加し、学校教育の充実と地域

のスポーツ振興について、熱心な協議を行いました。�

　桂学区では、「安心安全で誰もがいつま
でも住み続けたいみんなの【ふるさと桂】」
をキャッチフレーズに、自治会活動に取り
組んでいます。

　新型コロナウイルス感染症に伴う特別定額給付金の

郵送申請書を発送しています。申請には締め切りがあ

りますので、忘れずに申請してください。

京都市の申請締め切り日
令和２年９月15日（火）（当日消印有効）

　市区町村や総務省などが次のようなことを行うことは絶対にあり
ません！
×�現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること。

×�受給にあたり、手数料の振り込みを求めること。

×�メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。

市ホームページで入金予定日が確認できます！
　郵送申請の方は申請者番号（10桁）、オンライン申請の

方は受付番号（15桁）を入金予定検索システムに入力いた

だくと、入金予定日が確認できますのでご活用ください。

「怪しいな？」と思ったら、遠慮なくご相談ください。

「特別定額給付金」郵送申請の給付予定等について▶︎

問市特別定額給付金コールセンター（☎0570・074・428）
　平日９～18時（※状況により変更となる場合があります）

西京区小学校・中学校
校庭開放会議を開催

※１　「防災と音楽の夕べ」を開催

※２　開催時間未定�

※３　桂坂学区は学区統一の夏まつりを中止。各自治会で検討中�

！ �雨天等により、中止・順延する場合があります。

学区 日時 場所

�桂東※１ ７月18日（土）17時 桂東小

　桂 ８月２日（日）※２ 桂小

各 学 区 の 特別定額給付金の申請はお済みですか？
申請はお早めに！

夏まつり等の予定

　安心安全の活動を一部紹介しますと、自治会・団体が協力

して、児童登下校時のみまもり活動や夜間パトロールを実施

しているほか、地域危険個所の発掘、地域安心安全マップの

作成等を行っています。また、学区内への防犯カメラの設置、

自治会全世帯への「防犯ブザー」配布など、色々な角度から

安心安全の取組を進めています。

　安心安全だけでなく、高齢者のみまもりや居場所づくり、

若者層の地域スポーツ参加促進など様々な活動を行っており、

ぜひ、若い方にも地

域活動の担い手にな

っていただきたいと

ころです。

　また、新型コロナ

ウイルス感染症防止

対策として、４月上

旬にマスクを優先販

売するなど、様々な

自治会員向けの取り

組みを行っていま

す。今後の優待サー

ビスもご期待くださ

い！

第１回 桂学区
各自治会を紹介しますレッ
ツ自治活動！大作戦

桂学区�山本会長

２位 １位 ３位

市民しんぶん 西京区版　第295号　令和 2 年7月15日　（2）（3）　令和 2 年7月15日　第295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）

西京区の人口、世帯数

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

人口　148,532人（うち支所管内49,531人）　　世帯数　64,922世帯（うち支所管内20,935世帯）※令和2年6月1日現在代表電話・FAX 番号  西京区役所 ☎381-7121 FAX381-6135　洛西支所 ☎332-8111 FAX332-8188
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