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市政情報総合案内コールセンター 市への問い合わせに年中無休でお答えします。

電話　661-3
み な こ こ

755　FAX　661-5
ご よ う は こ こ

855

電子メール パソコン　http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯電話　http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/午前₈時〜午後₉時

◆ぷれいじむ参加者募集
　スポーツルームを開放。ボール遊びやけん

玉、縄とび、卓球など、ボランティアスタッフ

と楽しく遊びましょう。

日時　１月 20 日（金）　午後１時～３時
対象　小学生　
費用　無料　　申込み　不要
※�上記の企画はしもせいチャレンジ☆キッズの

登録（種別により 250 円、400 円／平成 24 年

３月末まで有効）が必要

◆�重度障害のある方に対して、手当・給付金
を支給しています

・�特別障害者手当　日常生活で常時特別の介護
を必要とする 20 歳以上の在宅の重度障害者の

方を対象に、月額 26,340 円

・�障害児福祉手当　日常生活で常時介護を必要
とする 20 歳未満の在宅の重度障害児の方を対

象に、月額 14,330 円

・�外国籍市民重度障害者特別給付金　旧国民年
金法の国籍条項により、障害基礎年金を受給

することができない重度障害を有する本市在

住の外国籍の方を対象に、月額 41,300 円

　詳しくはお問い合わせください。

　なお、所得状況によっては、支給が制限され

る場合があります。

問　支援課（☎ 371-7217）
◆�確定申告 ･年末調整時に各種保険料の申
告を

　平成 23 年中に納付された、ご自身及び生計

を一にする配偶者や親族の国民健康保険、後期

高齢者医療制度、国民年金、介護保険の保険料

は、所得税や住民税の社会保険料控除として申

告すると、所得から差し引くことができます。

　なお、口座振替の場合は口座名義人の方、特

別徴収の場合は徴収された方が、納付した方と

なります。保険料の納め忘れがないかについて

も、併せてご確認ください。

　特別な事情がなく保険料を滞納されますと、

資格証明書の交付や財産の差押えなどを行うこ

とがあります。納付困難な事情がある場合は、

納付相談にお越しください。

問�　・�国民健康保険、後期高齢者医療制度…
　　　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）

　　・�納付相談…保険年金課徴収推進担当

　　　（☎ 371-7253）

　　・�介護保険…福祉介護課介護保険担当

　　　（☎ 371-7228）
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対象：市内に在住または通勤・通学の方
申込み：電話・ＦＡＸ・Ｅメールで

下京青少年活動センター(ユースサービス下京)
☎314-5636  FAX 314-5640
e-mail shimogyo@ys-kyoto.org

〒 600-8166　下京区花屋町室町西入☎341-1730
下京老人福祉センター

対象：市内に在住の 60歳以上の方

〒 600-8588　下京区西洞院通塩小路上る☎371-7101
区役所（区民部、福祉部、保健部）

税

◆『クリスマスコンサート』のご案内
　地域の中学生の演奏による心温まるクリスマ

スコンサートです。

　ぜひ、お誘い合わせのうえ、お越しください。

日時　12 月 17 日（土）午後２時～３時
場所　センター集会室
演奏　下京中学校吹奏楽部
申込み　当日直接会場へお越しください
◆編物講座　参加者募集
　季節に合わせて羽子板の形の

エコたわしを作ります。

日時　１月 11 日（水）
　午後１時 30 分～３時

場所　センター和室小
対象　市内在住の 60 歳以上の方
定員　10 人　　参加費　無料
材料　各自で用意
申�込み　12 月 19 日（月）午前９時 30 分から先
着順で受付（直接、センターへ来場し申込み

ください）

◆弁護士による法律相談を実施
　日常生活の中でのあらゆる法律問題につい

て専門的な立場から弁護士がお話を伺います。

　ご相談は、無料、秘密厳守です。

日�時　毎週水曜日（祝日を除く）午後１時30
分～４時

場所　区役所１階相談室
定�員　先着７人（正午より区役所１階で整理
券配布）

相談時間　１人 20 分程度
問　まちづくり推進課（☎371-7170）

◆行政相談委員による相談所を開設
　「どこに相談したらよいかわからない困り

ごと」「国の行政機関などが行う仕事に対す

る苦情」などを、総務大臣から委嘱を受けた

行政相談委員がお聞きします。

　ご相談は、無料、秘密厳守です。

日時　�12月 26日（月）午後１時 30分～３時
場所　区役所１階相談室
問　�総務省京都行政評価事務所（☎211-1100）

まちづくり推進課（☎371-7170）

相 談

※�国民年金の保険料額などについては、下京年

金事務所へお問い合わせください。

◆�国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険
料の納付には口座振替が便利です

　口座振替をご利用いただくと、保険料を納め

に行く手間が省け、納め忘れの心配もありませ

ん。申込みは、次のものを持って金融機関かゆう

ちょ銀行（郵便局）の窓口でお手続きください。

必�要書類　領収書や納入通知書など国保記号番
号（後期高齢者医療の場合は被保険者番号と

徴収番号）のわかるもの、預金（貯金）通帳

及び届出印

※�特別徴収（年金からの引落し）による納付の

方で、口座振替への変更を希望される場合

は、金融機関に口座振替をお申込みのうえ、

保険年金課に特別徴収停止の申し出をしてく

ださい。

問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）

◆�小児慢性特定疾患治療研究事業の給付継
続申請の受付

対�象　現在受給中（受診券の承認期限が平成 24
年３月 31 日の方）の方のうち、４月１日以

降も引き続き事業の給付を希望される 18 歳

未満の方（ただし、18 歳に達する日に本事業

の対象となっており、引き続き治療が必要と

認められた場合は、20 歳未満）

必�要書類　受診券、申請書、意見書、同意書、
健康保険証、税証明書類、印鑑など

受付期間　平成 24 年２月３日（金）まで
問　健康づくり推進課母子・精神保健担当
　　（☎ 371-7293）

◆下京図書館移転開館 10周年記念事業
【12月】
日時　12 月 17 日（土）午前 11 時～
場�所　修徳ボランティアルーム
　（下京図書館隣）

内�容　「お楽しみ会（拡大版）」（クリスマスお
楽しみ会）

費用　無料　　申込み　不要
【１月】
日時　１月 14 日（土）　午後２時～
場所　修徳せんだんホール
　（下京図書館隣）

内�容　「下京寄席」（ボランティア：龍谷大学落
語研究会）

費用　無料　　申込み　不要
◆テーマ別図書の展示と貸出し
12月「クリスマス」「人権月間」
１月����「今年の干支『たつ』」「ことはじめ」
◆特別展示（エレベーター前ホール）
12月　12 月 26 日（月）まで
　�「どうぶつたちのリース」展示会（11 月おた

のしみ会作品展）

１�月　１月５日（木）～１月 30 日（月）
　�「写真展・冬」

　☆作品募集中！（12 月 26 日（月）まで）

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

日時　１月 16 日（月）午前 10 時～ 10 時 40 分
場所　西大路小学校

移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196
12月28日は、固定資産税・都市計画税

第３期分の納期限です。
・�納期限を過ぎると、延滞金がかかることがあ

りますのでご注意ください。

・�市税の納付には、便利で確実な口座振替をご

利用ください。

問　課税内容：
　　土地家屋…固定資産税課（☎371-7197）

　　償却資産…市資産税課（☎213-5214）

　　納付相談：
　　土地家屋…納税課（☎371-7199）

　　償却資産…市納税推進課（☎213-5468）

　　口座振替：市納税推進課（☎213-5466）


