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下京区役所（区民部・福祉部・保健部） 
〒600-8588 
下京区西洞院通塩小路上る 福祉部 6351・8752

区民部 6351・4439

保健部 6351・90281371・7101（代） 

福　祉 

保　健 

 
 

下京青少年活動センター （ユースサービス下京） 

〒600-8871 
下京区七条通 
七本松上る一筋目西入 

6314・5640
1314・5636

shimosei@jade.dti.ne.jp

〒600-8449 下京区新町通松原下る 1351・8196
下京図書館 

下京老人福祉センター 
〒600-8166 下京区花屋町通室町西入 1341・1730

その他 

◆固定資産税の非課税に係る申告について
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を
対象に、所有者の方に対して毎年課税されるも
のですが、一定の要件を満たす公共の用に供し
ている道路などについては、非課税となります。
非課税の適用を受けるためには、資産の所在
する区役所に申告書を提出していただく必要が
あります。なお、非課税の対象でなくなった場
合も同様の手続きが必要ですので、ご注意くだ
さい。
� 固定資産税課（�３７１・７１９７）
◆１１月から１２月は「滞納整理強化期間」です
集中的に市税徴収の取組を進めるため、期間
中、昼間や平日に不在の方を対象に、夜間・休
日の納税の催告などを行います。納税に誠意が
みられず納付が進まない滞納者には、法令の規
定に基づき財産の差押えを行い、差し押さえた
不動産などについては更に公売を行って滞納市
税の徴収に努めます。
� 納税課（�３７１・７１９９）
◆新しい国民健康保険被保険者証（保険証）は
届きましたか
新しい保険証（みどり色または桃色）を配達
記録郵便によりお届けしています。配達時にご
不在であったときには、郵便局の保管期間内に、
再配達を依頼されるか郵便局窓口でお受け取り
ください。郵便局の保管期間を経過した場合は、
保険年金課の窓口で保険証をお渡しします。
古い保険証（クリーム色または空色）は１２月
１日から使用できませんのでご注意ください。
� 保険年金課資格担当（�３７１・７２５２）

◆歳末特別生活相談と特別生活資金貸付
疾病や不測の事故などのため、年越しの時期
に生活に困られる世帯に対して、生活相談を行
い、必要と認められる世帯に貸付を行います。
相談日時 １２月１２日（火）～１８日（月）午前９
時～１１時３０分、午後１時～３時 ※土、日を除く
場所 区役所４階会議室
貸付日 １２月２２日（金）
貸付の内容
世帯員１人３万円を目安に、１世帯１５万円まで
を貸与。担保・保証人は不要、無利子。１か月
以上３か月以内の措置期間を含めて２年以内に、
原則として均等月賦で返済。
貸付が受けられない世帯
�ボーナスなどの臨時収入がある場合や、他の
共済制度の貸付を受けることができる世帯
�生活保護を受けている世帯
�以前に夏季または歳末でこの資金の貸付を受
け、償還率が８０％に満たない世帯
�償還能力に欠けると認められる世帯
申請に必要なもの
印鑑、健康保険証など住所と家族構成を明ら
かにできるもの

� 福祉介護課（�３７１・７２１４）

場所の記載のないものは下京保健所で実施
◆乳幼児健康相談・歯科相談
日時 １１月３０日（木）午前９時～１０時
申込み 相談ごとに電話にて受付中
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１・７２９１）
◆子育てサポート教室
日時 １１月２７日（月）午後１時１５分～３時
対象 １歳までの乳児とその家族
申込み 電話にて受付中
� 健康づくり推進課指導担当（�３７１・７２９３）
◆骨粗しょう症予防健康診査
日時 １２月４日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 １２月１８日（月）午前９時～１０時３０分
対象 １８歳から６９歳までの方
費用 １，０００円（手骨Ｘ線撮影など）
申込み 電話にて受付中
� 健康づくり推進課普及担当（�３７１・７２９２）
◆基本健康検査・肺がん検診
日時 １２月１８日（月）午前９時～１０時３０分
対象 ４０歳以上の方
費用 ５００円
申込み 電話にて受付中
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１・７２９１）
◆献血
日時 １１月２２日（水）
午前１０時～１１時３０分、午後０時３０分～４時
場所 醒泉会館

電話・�・Ｅメールで申込受付
◆ほっちきｓスポーツクラブ第３期参加者募集
日程・内容
�１２月９日（土）ダブルダッチをしよう�
�平成１９年１月１３日（土）
アイススケートに行こう�
�平成１９年３月１０日（土）
器械体操にチャレンジ�
時間 いずれも午前１０時～午後３時３０分
対象 小学生
定員 ３０人（先着順）
費用 全回参加５，５００円
１回のみ �１，５００円 �３，０００円 �１，５００円
申込み 受付中
その他 しもせいチャレンジキッズへの登録が
必要（登録料３００円）
◆自習室をご利用ください
平日の午前１０時から午後６時までセンター内
の会議室を自習室として開放しています。
費用 無料 申込み 不要
対象 １３歳から３０歳までの方

◆お楽しみ会
日時 １１月２５日（土）午前１１時～

内容 ペープサート（紙人形劇）
「どっこいしょだんご」

◆テーマ別図書の展示と貸出し
日時 １１月３０日（木）まで
内容 「手作り」
◆テーマ別絵本の展示と貸出し
日時 １１月３０日（木）まで
内容 「てづくり」

移動図書館「こじか号」巡回 �801・4196
日時 １２月４日（月）午前１０時～１０時４０分
場所 西大路小学校

市内に在住の６０歳以上の方対象。詳しくは、
下京老人福祉センターへ。
◆高齢者のくらしと健康教室「口腔ケアってな
あに？～健康はお口の中から～」
日時 １２月１日（金）午後１時３０分～３時
内容 口の中の清掃や機能の維持の方法につい
てお話します
講師 山城ハミング・カミング（歯科衛生士）
費用 無料 申込み 不要
◆教養講座「自然観察会」
日時 １２月８日（金）午後２時～３時３０分
内容 渉成園（枳殼邸）で動植物の自然観察や
レクリエーションを行います
講師 久津見明氏（ＮＰＯ法人シニア自然大学
講師）
費用 無料 定員 ５０人（先着順）
申込み １１月１７日（金）午前１０時から２４日（金）
の期間中に、本人による来所にて受付

◆平成１８年分年末調整説明会
年末調整の方法や給与支払報告書（源泉徴収
票）などの住民税や所得税の法定調書の作成と
提出の方法について説明会を行います。
日時 １１月２８日（火）
午前１０時～正午、午後１時３０分～３時３０分
場所 京都テルサホール（南区新町通九条下る
京都府民総合交流プラザ内）
� 下京税務署（�３５１・９１６１）、市法人税務課特
別徴収担当（�２１３・５２４６）
◆平成１８年分決算説明会
個人事業者や不動産所得のある方を対象に、
決算についての説明会を行います。
日時 １１月２９日（水）午後２時～４時
場所 京都テルサホール（南区新町通九条下る
京都府民総合交流プラザ内）
� 下京税務署（�３５１・９１６１）
◆税理士による土地建物の譲渡所得税の相談所
平成１８年中に土地建物を譲渡された方を対象
に相談を受け付けます。相談所では、確定申告
書関係書類の作成は行いませんのでご注意くだ
さい。
日時 １２月２０日（水）、２１日（木）
いずれも午前１０時～１１時３０分、午後１時～３時
場所 下京納税協会 ３階大会議室

（間之町通五条下る）
� 下京税務署（�３５１・９１６１）、市民税課（�３７１
・７１７２）
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古紙配合率１００％再生紙・大豆油インクを使
用しています


