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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

介護保険適用除外施設に入所
または退所されたときは

各種相談のご案内

弁護士による無料法律相談（予約制）

１月23日（土）
～１月29日
（金）
文化財防火運動
ですっ！

●ものづくり講座「お花のアクセサリー」
内アートフラワーを使ったブローチをお作
りいただきます。
時２月25日（木）10～12時
講師 舘花 文香 氏・大倉 美知子 氏
定10名（申込先着順）
申２月５日（金）～２月19日（金）来所に
て受付
￥800円（申し込み時に必要）
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、
飲み物、
上履き、靴袋

京都市消防局
公式キャラクター
二条 葵

西京警察署 391・0110
よんまるまる

ライトアップチャレンジ4 0 0

１月・２月は、夕暮れ時（日没前後１
時間）の交通事故が増加する傾向にあり
ます。
「
●車両運転者の皆さまは、
 400（午後
４時）
」にはライトを点灯しましょ
う！
また、ロービーム、ハイビームの
こまめな切り替えにより交通事故を
防ぎましょう。
●歩 行者の皆さまは、夜は白っぽい服
装や反射材を身に着けましょう
車両の運転手から早く発見しても
らえるようにしましょう。

代表電話・FAX 番号 西京区役所 ☎381-7121 FAX381-6135

洛西支所 ☎332-8111 FAX332-8188

特殊詐欺にご注意ください！

～
「詐欺だまされんときや！キャンペーン」
実施中～
西京区においても増加している
特殊詐欺被害への取り組みとして、
民生児童委員、老人福祉員の皆さま
と連携し、啓発チラシの配布、防犯
機能付き電話機の普及促進のほか、
個別訪問による一人暮らし高齢者へ
の注意喚起等を行っています。

「キャッシュカードを取り替えます」
「カードの暗証番号を教えてほしい」 これは詐欺！
特殊詐欺に遭わないために．．．
●防犯機能付き電話機を活用する！留守番電話に設定しておくのも
効果的！
●電話番号表示サービス等を活用し、非通知や知らない番号には出
ない！
●かかってきた電話は一度切って、家族など身近な人に相談する！
●不審な電話があれば、すぐに警察へ相談！
「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」
西京区推進協議会
問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）

自治活動！大 作
ツ
戦
レッ各自治会を紹介します
第３回

桂東学区

地域の絆を強め、いつも元気で安心安全な
楽しいまちにしましょう！
桂東学区

小石会長

桂東学区では、以下の３つの目標をもって自治会活動を行っています。
○自分たちのまちは、自分たちの手で、より住みやすいまちにしよう
○美しい自然を守り、いつも花のあるきれいな潤いのあるまちにしよう
○みんなで防災、防犯、福祉、交通安全に取り組み地域力アップ

安心安全の取り組みを一部紹介しますと、住民の皆さまで協
力し朝まで門灯をつける運動、見える防犯にもつながる「児童
の登下校の見守り活動」や「花いっぱい運動」など、住民一丸
となった活動を継続して実施しています。また、安心安全だけ
でなく、コロナ禍のなかでも感染対策を十分に取りながら、
「防
災と音楽の夕べ」や月２回の門掃き運動なども止めることなく
行っています。
また、大変な状況のなか様々な取り組みを実施されている桂東
学区の体育振興会、民生
児童委員会、社会福祉協
議会等の皆さまとも連携
を図りながら、よりよいま
ちづくりを進めています。
一日も早くコロナ禍が
終息し、春には「桂東さ
くらまつり」が例年のよ
うに実施できることを祈
念しています。
防災と音楽の夕べ

新型コロナウイルス感染症に関する
お知らせ

風 邪 の よ う な 症 状 が あ る 時 に は、
か か り つ け 医 な ど、 お 近 く の 医 療 機
関にまず電話で相談を。
休 日・ 夜 間 は 新 型 コ ロ ナ 医 療 相 談
センター（☎ ・5487）へ

414

オンラインで開催するよ。

気軽に参加してにょん♪
時２月９日（火）14～16時
オンライン（Zoom）開催
定30名（申し込み多数の場合抽選）
申２月５日（金）まで
※詳細は区役所ホームページより
問区役所企画担当（☎381・7158）
▲区役所ホームページ
区役所まちづくり推進担当（☎381・7197）

西京区の人口、世帯数 人口

148,113人（うち支所管内49,299人）

区市政協力委員と市長との活発な意見交換の場

１月26日（火）は、
文化財防火デーで
す。法隆寺金堂壁画の焼損
（昭和24年１
月26日）を受け、
文化財防火デーが制定
されました。歴史的な建造物等は、多く
が木造でできており、火災にはとても弱
くなっています。貴重な文化財を火災等
の災害から守るためには、文化財の関係
者だけでなく、地域の皆さまの協力が必
要です！

17

日、ホテル京都エミナースにて区市政協力委員連

みんなで文化財を災害から
守りましょう

西京のまちを元気にしたい方、魅力を
伝えたい方、現在まちづくり活動中の方、
みんなで「西京区で自分を活かして生き
る！」をテーマに語り合ってみませんか？
今年度のみらまちスタートアップ塾の
受講者も参加し、実現したいプロジェク
ト 等 に つ い て お 話 い た だ く 予 定 で す。
“まちづくり”や“みらまち結び”に興
味のある方はぜひご参加ください。

12

月

西京消防署 392・6071

西京老人福祉センター（☎392・4705）

洛西老人福祉センター（☎335・0766）

未来の西京まち結び～みらまち結び～

みらまちオンラインカフェ

市内在住で60歳以上の方が利用対象
9〜17時 休 日・祝

●すこやか講座「フレイル予防…高齢期の
筋肉量を減らさない食べ方」
時２月18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
定20名（申込先着順）
申２月１日（月）から電話または来所にて
受付
要筆記具、飲み物、上履き

嵐山東小

絡協議会の各学区・地域の会長の方々と門川大作市長との

10時50分～11時50分

懇談会を開催しました。

松尾小

懇談会では、西京区のまちづくりに対して小石玖三主世

大原野小

10時～10時半

ウィズコロナ社会においても区民

13時～13時半

○11月24日 秋の褒章伝達式
藍綬褒章 大塚 良弘（桂川）
（敬称略）
（前 西京区民生児童委員会会長）

話人代表から、市長への感謝の意が述べられるとともに、

●

２月３日（水）

右京の里
自治会館北側

の声を積極的に掘り起こし、地域

スタンプラリーは、
３月26日（金）まで
実施しています。台
紙 も 区 役 所・ 支 所
の健康長寿推進課
等で配布中です！

●

１月28日（木） 11時20分～11時50分

桂東小

永年にわたり民生児童委員として幅広い活動に取り
組み、社会福祉の増進に寄与された功績により、令和
２年度において次の方が受章されました。

の絆をより強固にできるよう、行

◆申告に関する電話相談
問の番号の後、音声案内の「０」を選択し
て「確定申告コールセンター」へ。
問右京税務署（☎311・6366）

５月から実施している「らくさい健康長
寿プロジェクトスタンプラリー」の景品交
換（たけにょんマフラータオル等）が始ま
ります。
交換条件取組７項目のうち、３項目以上に
合計５つ以上のスタンプがある
交換期間１月22日（金）～３月26日（金）
※土・日・祝を除く
交換場所 支保 健康長寿推進課窓口
！ 景品交換は１人１回のみ
問 支保 健康長寿推進課（☎332・8140）

（☎391・5983）
問西京まち美化事務所
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）

10時～10時40分

お めでとうござ います

政と協働で取り組んでいきたいと

◆所得税・贈与税・個人事業者の消費税の
申告書作成会場
（上京区堀川今出川下る西側）
所西陣織会館
時２ 月16日（火）～３月15日（月）９～
16時（混雑状況により16時以前に受付
終了の場合あり）
！ 土・日・祝は２月21日（日）および２
月28日（日）のみ開設
要ボールペン、計算器具
！ 相続税の相談は右京税務署へ（要予約）

スタンプラリー帳景品交換スタート！

検索

（☎801・4196）

市長からは、日頃から区民と市

よる確定申告相談会は、今年度中止とな
りましたので下記までご相談ください。

令和２年度らくさい健康長寿プロジェクト

移動式拠点回収事業

移動図書館「こじか号」巡回

《ペタンク》
《グラウンド・ゴルフ》
団体 優 勝 境谷Ａ
優秀チーム
の部 準優勝 嵐山東Ａ
桂Ｂ、桂川Ａ、
第一位 鹿児島 正雄（松陽）
桂徳、川岡東
個人
第二位 森 繁行（嵐山東）
松陽Ａ、桂坂Ｂ、
の部
第三位 小田 正（大原野）
（敬称略） 竹の里

挨拶がありました。

！ 例年区役所にて開催していた税理士に

踏み竹を使った運動やお口の
体操、簡単ストレッチ
時①２月15日（月）②３月８日（月）
いずれも10～11時（受付９時45分～）
所区役所大会議室
定各回15名（いずれも申込先着順）
対医師から運動制限をされていない、18歳
以上の方
要動きやすい服装、飲み物、タオル、踏み
竹（持っておられる方）
申①２月１日（月）②２月22日（月）から
問へ
問 区保 健康長寿推進課（☎381・7643）

回収品目等の詳細は、配架中のチラシや
ホームページをご覧ください。

久世保育所の保育士による
２月13日
（土）
あかちゃん絵本の会
11時～
手遊び、育児相談など

11月23日、 ホ テ ル 京 都 エ ミ
ナースで開催され、女子駅伝京
都チーム監督の渡部博子氏に
よる講演が行われたほか、永年
にわたり西京区体育振興会連
合会の活動に多大な貢献をさ
れた129名の方々に、表彰状及
び感謝状が贈呈されました。

11月22日、光華大原野グラウンドで開催され、全
60チームによる白熱した試合が繰り広げられました。

政とのパイプ役として、市政並び

令和２年分所得税確定申告のご案内

竹エクササイズ教室

日 時
場 所
１月23日（土）
嵐山東
嵐山東小学校
９～11時
１月23日（土）
松尾
松尾小学校
14～16時
１月30日（土）
大原野
大原野総合自治会館
９～11時
１月30日（土）
大枝
大枝文化会館
14～16時
２月６日（土）
桂
桂巽公園
９～11時
２月６日（土）
桂東
浅原公園
14～16時
２月13日（土）
樫原
樫原小学校
９～11時
２月13日（土）
新林
新林池公園
14～16時

おたのしみ会
絵本の読み聞かせなど

創立45周年記念式典

に区政の推進に不可欠な役割を果

時２月１日（月）～３月15日（月）
（土・日・祝除く。）
所区役所・支所２階
※市税事務所４階でも受付
対令 和２年１月から12月までの所得金額
が市・府民税の基礎控除額と扶養控除額
の合計額を超える市内在住（令和３年１
月１日現在）
の方。
（所得税の確定申告を
した方や、所得が給与だけで、勤務先か
ら給与支払報告書が提出されている方
は、通常、申告は不要）
※税制改正の内容については、市役所ホー
ムページをご覧ください。
※還付申告等の簡易な確定申告
書のお預かりもできます。
！ 相談不可
問市税事務所市民税第３担当
▲税制改正
について
（☎746・5849）

問 区保 健康長寿推進課（☎748・9092）
支保 健康長寿推進課（☎323・7245）

区

アフロのおはなしやさんと絵
１月22日
（金）
本を楽しむ会
10時半～
手作り大型絵本、手遊びなど

創立45周年記念スポーツ大会
区民グラウンド・ゴルフ大会、区民ペタンク大会

たされている皆さまへの感謝の言

ため、可能な限り電話での相談と郵送で
の申告書の提出にご協力お願いします。

10時～12時半 ラクセーヌ専門
13時半～16時 店南側広場

学

西京区体育振興会連合会 が 創立45周年 を 迎えました

葉とともに、西京区の活性化のた

！ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

２月７日
（日）

西京図書館（☎392・5558）

１月23日
（土）
15時～
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西京区体育振興会連合会創立45周年記念事業が、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底しながら、盛大に開催されました。

０歳～小学校就学前のお子様向け…

身近な場所で資源物、有害・危険ごみを
回収します。

市民しんぶん 西京区版

検索

め、ウィズコロナの時代を見据え

市・府民税申告の臨時窓口の設置

場所

移動式拠点回収のご案内

変更の可能性があります

土・日・祝9時半〜17時
休 火（祝日の場合、
翌平日）

京都いつでもコール

て、皆さまと協働したまちづくり

日時

●

パソコンはこちらから▼

を進めていきたいとの力強い決意

献血にご協力ください

Ｋ
Ｙ
.● 平日9時半〜19時

エコまちレター

携帯電話▶

が述べられました。

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２階相談室 支所２階会議室
定員
12名
６名
相談日の週の月曜日から当日の９～
予約 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。
支所
区役所
問い合
まちづくり推進担当 まちづくり推進担当
わせ先
（☎381・7197） （☎332・9318）
日時

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） スマホ・タブレット▶

市 政 懇 談 会

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２月16日（火）13時半～16時（先着順）
所支所第２会議室
問京都府行政書士会（☎692・2500）

介護保険第２号被保険者※の方がおられ
る世帯の保険料は、医療分保険料、後期高
齢者支援分保険料に介護分保険料を加えた
額となります。
ただし、介護保険第２号被保険者の方が
介護保険適用除外施設に入所された場合
は、入所期間中の介護分保険料の納付が不
要となり、退所された場合に再び納付が必
要となります。入所または退所された場合
には、必ず14日以内に問まで届出をしてく
ださい。
※京都市国民健康保険など医療保険に加入
している40歳から64歳の方は、介護保
険第２号被保険者となります。
問 区保 保険年金課（☎381・7406）
支保 保険年金課（☎332・9297）

午前 8 時～午後 ９ 時（年中無休）

世帯数 64,925世帯（うち支所管内20,928世帯）※令和2年12月1日現在

