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

区民部 6351ｰ4439

保健部 6351ｰ90281371ｰ7101（代） 
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下京青少年活動センター （ユースサービス下京） 

〒600ｰ8871 
下京区七本松通 
七条上る一筋目西入 

6314ｰ5640
1314ｰ5636

shimosei@jade.dti.ne.jp

〒600ｰ8449 下京区新町通松原下る 1351ｰ8196 
下京図書館 

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

◆国民健康保険（国保）加入の届出をお忘れなく
職場の健康保険に加入している方とその被扶
養者、生活保護受給者以外は、国保に加入しな
ければなりません。届出が遅れると保険料をさ
かのぼって（最長２年）納めていただくことにな
ります（原則、その間の医療費は全額自己負担）。
また、保険料は必ず納期内に納めてください。
� 保険年金課資格担当（�３７１―７２５２）
◆固定資産税の縦覧などについて
所有資産の評価を確認していただくため、固
定資産税（土地・家屋）の評価額が記載された
縦覧帳簿をご覧いただけます。
期間 ４月２日（月）～５月１日（火）午前８
時３０分～午後５時 ※土・日・祝日を除く
場所 資産所在地の区役所・支所（京北地域は
京北出張所）
対象 その区の固定資産税の納税者、相続人（戸
籍謄本などの確認書類が必要）、納税管理人及び
その代理人（本人の委任状が必要）
必要なもの 納税通知書（ない場合は、運転免
許証や健康保険証など本人確認ができる書類）
審査の申出 価格に不服がある場合は、納税通
知書の交付を受けた日後、６０日までの間に、固
定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
※価格は、平成１８年７月１日時点までの価格の
変動を反映するよう修正されていますが、地価
が下落しても、平成１８年度の税制改正等による
負担調整措置により、固定資産税・都市計画税
が増額になる場合があります。
� 固定資産税課（�３７１―７１９６または７１９７）、資
産所在地の区役所・支所の固定資産税課または
課税課固定資産税担当

◆母子家庭自立支援給付金を支給しています
市内在住の母子家庭の母を対象（所得制限あ
り）に、就業に向けた能力開発を目的として、
次の場合に給付金を支給しています。
◎厚生労働大臣教育訓練講座などを受講した場
合 受講費の４０％（上限２００，０００円、下限８，０００円）
を支給。受講開始前に申請。
◎看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、
理学療法士の資格取得のため、２年以上のカリ
キュラムを修業する場合 修業期間の最後の３
分の１の期間（上限１２か月）に月額１０３，０００円を
支給。受講期間の３分の２を経過時に申請（４
月開講の２年制の場合は２年目の８月に、３年
制の場合は３年目の４月に申請）。申請が遅れる
と、支給金額が少なくなります。
�・申請 支援課母子担当（�３７１―７２１８）
◆重度障害者タクシー利用券の継続交付
平成１８年度分重度障害者タクシー利用券の有
効期限は３月３１日までです。引き続き利用され
る方は、交付申請の手続きを行ってください。
受付期間 ３月２２日（木）から受付
※申請が５月以降になると、交付枚数が減りま

すのでご注意ください
必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳、
印鑑
�・申請 支援課身体・知的障害担当（�３７１―
７２１７）

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
日時 ４月２６日（木）午前９時～１０時
対象 ０歳～小学校就学前の乳幼児
費用 無料 申込み 電話にて受付中
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）
◆ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種
日時 ４月３・１０・１７・２４日（全て火曜日）
午後１時３０分～３時１５分
対象 生後３か月から９０か月（７歳６か月）に
至るまでの乳幼児
費用 無料 申込み 不要
その他 対象者にはお知らせします。２回の接
種をしていない方で、お知らせが届いていない
場合は、お問い合わせください。
� 健康づくり推進課保健担当（�３７１―７２９１）
◆基本健康診査
日時 ４月１６日（月）午前９時～１０時３０分
対象 ４０歳以上の方（勤務先などで同様の健診
を受診される方はご遠慮ください）
内容 問診・尿検査・血圧測定・血液検査など
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）
◆骨粗しょう症予防健康診査
日時 ４月２日（月）午前９時～１０時３０分
結果説明 ４月１６日（月）午前９時～１０時３０分
対象 １８～６９歳の方
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）
◆精神保健福祉相談の開催日時を変更します
精神保健福祉相談の開催日時を４月から変更
します。
変更前 第１・３・５月曜日と第２・４火曜日
午後１時３０分～３時３０分
変更後 第１～４火曜日 午後２時～３時３０分
◆献血
開智学区：日時 ４月１２日（木）午前１０時～正
午、午後１時～５時３０分（成分献血は５時まで）
場所 献血ルーム四条（寺町通四条下る 岡本
鏡店ビル３階）
豊園学区：日時 ４月１６日（月）午前１０時～午
後０時３０分、午後１時３０分～４時
場所 洛央小学校
� 健康づくり推進課管理担当（�３７１―７２６５）

電話・�・Ｅメールで申込受付
◆小学生対象プログラム参加者募集
◎ほっちきｓスポーツクラブ第１期
青少年のボランティアスタッフが企画し、み

んなが楽しめるプログラムを提供します。
日時 ５月１２日（土）、６月９日（土）、
７月１４日（土）午前９時３０分～午後４時
定員 各回３０人（申込順）
費用 全回参加 ５，５００円
その他 １回のみの参加も受け付けます
申込み ３月２０日（火）から受付
◎一輪車クラブゆにっこ（一輪車教室）
対象 �初級クラス 一輪車に乗ることができ
ない小学３～６年生 �中級クラス 一輪車で
手放し乗車で前進ができる小学１～６年生
受講日 ４月２２日～９月９日の日曜日（月２回）
時間 �午後２時～３時 �午後３時～４時
費用 ５，５００円 定員 各１５人（申込順）
申込み ３月１７日（土）から受付
※しもせいチャレンジキッズ会員登録募集
小学生対象のプログラムに参加するためには、
しもせいチャレンジキッズに登録していただく
必要があります。現在、平成１９年度の会員の登
録を受け付けています。会員には、年間４回程
度の会報を送付します。
対象 市内に在住または通学する小学生
費用 年間５００円 申込み 受付中
◆しもせいスポーツクラブ
ボランティアスタッフ募集説明会
当センターが催すプログラムの企画と運営を
行うスタッフの募集説明会を開催します。
日時 ４月２１日（土）午後６時３０分～７時３０分
対象 中学生～３０歳 申込み 受付中

◆お楽しみ会
日時 ３月２４日（土）午前１１時～
内容 パネルシアター「１年生になったら」
費用 無料 申込み 不要
◆テーマ別図書と絵本の展示と貸出し
日時 ３月３１日（土）まで
図書のテーマ「ぶらり街歩き�」
絵本のテーマ「みどりいろの本」

移動図書館「こじか号」巡回 �801-4196
日時 ４月２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、
老人福祉センターへお問い合わせください。
◆教養講座「ヴィオリラで贈るひだまりコンサ
ート」
２１世紀生まれの新しい弦楽器、ヴィオリラの
コンサートを開催します。
日時 ３月１６日（金）午後１時３０分～２時３０分
出演 ヴィオリラアンサンブル「あじさい」
費用 無料 申込み 不要
◆「生きいきサロン」参加者募集
一人暮らしの方や健康に自身がなく家にいる
ことが多いという方を対象に、週１回、レクリ
エーションを中心とした集まりを開いています。
日時 毎週木曜日 午後１時３０分～３時３０分
費用 無料（材料費などは実費負担）
申込み 受付中（簡単な面接を行います）
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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


