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

税
� ４月30日は、固定資産税・都市計画税

第１期分の納期限です
　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。
※納期限を過ぎると、延滞金がかかります。
　�ただし、算出された延滞金額が 1,000 円未満
の場合はかかりません。
問〈課税内容〉
　　土地家屋　固定資産税課
　　（☎ 371-7196・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）

固定資産税の住宅用地に関する申告に
ついて

　住宅の敷地として利用されている土地（「住
宅用地」といいます）は、固定資産税が軽減さ
れています。
　住宅用地を店舗や貸しガレージなど住宅以外
の用途の敷地に変更された場合や住宅以外の敷
地から住宅用地に変更された場合は、物件のあ
る区役所 ･支所の固定資産税担当課へ必ず申告
してください。
問　固定資産税課（☎ 371-7197）

福　祉
戦没者遺族相談員について
戦没者遺族の年金等に関する相談に応

じ、必要な助言等を行う戦没者遺族相談員が、
厚生労働大臣から委託を受け、各市町村に設置
されています。ご活用ください。
相談員　吉

よ し

里
さ と

年
と し

和
か ず

氏（☎ 811-2339）
問　福祉介護課福祉担当（☎ 371-7214）

平成25年度の介護保険料通知書をお送
りします

送付時期　４月下旬までに
通知を受ける方　京都市の介護保険第１号被保
険者（65歳以上の方）
　平成 25年２月から特別徴収（年金から保険

料の引き落とし）の方は、今回の通知はありま
せん。４月、６月、８月の特別徴収額は２月と
同額の保険料になります。
　納付書が付いている場合は、毎月、納期限ま
でに最寄りの金融機関またはゆうちょ銀行（郵
便局）で直接お納めください。
　なお、以下の方には納付書は付いていません。
・�本年２月または４月から特別徴収（予定）の
方

・すでに口座振替を利用されている方
問　福祉介護課介護保険担当（☎ 371-7228）

平成25年度の後期高齢者医療の保険料
額と納付方法について

特別徴収（年金からの引落し）の方
　前年度から引き続き、特別徴収の方は、２月
の特別徴収額と同額を、４月、６月、８月に支
給される年金から仮徴収により引落しします
（４月にお知らせはお送りいたしません）。
　４月から新たに特別徴収となる方は、前年度の
保険料額に基づいて決定した保険料額を４月、６
月、８月に支給される年金から仮徴収により引落
しします（別途お知らせをお送りしています）。
※�いずれの方も、平成 25 年度の正式な保険料
額と、10 月、12 月及び平成 26 年２月の特別
徴収額等は、７月にお知らせします。

普通徴収（納付書による金融機関での納付又は
口座振替）の方
　今年度の市民税額の確定後に保険料額を決定
し、７月にお知らせします（４月にお知らせはお
送りいたしません）。１年（12箇月）分を７月から
来年３月までの９回に分けて、各月に納付してい
ただきます（10月から特別徴収に切り替わる場合
もあります）。4月〜6月の納付はありません。
問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）

保険料の納め忘れはありませんか
保険料の負担の公平性を保つため、災害そ

の他の特別の事情もなく保険料を滞納している
世帯には、財産等について調査し、給与、預貯
金、不動産、生命保険、年金等を差し押さえま
す。保険料の滞納がある場合は至急納付してく
ださい。また、納付が困難な事情がある場合
は、すぐにご相談ください。
夜間の納付相談
日時　�４月 26日（金）午後５時〜７時 30 分
場所　�下京区役所３階保険年金課　徴収推進担当
　　　�（区役所玄関左側の宿直室入口からお入

りください）
※�駐車場がありませんので、車でのご来庁はご
遠慮ください。

問　保険年金課徴収推進担当（☎ 371-7253）

◆お楽しみ会
日時　４月 27 日（土）午前 11 時〜
内容　「絵本と紙芝居の会」
費用　無料　　申込み　不要
◆�子ども読書の日
日時　４月 21 日（日）午前 11 時〜

内容　「紙人形劇」他
費用　無料　　申込み　不要
◆テーマ別図書の展示と貸出し
4月「旅行」「春の花」関連図書の展示（著作展）
5月「生命」「憲法月間」関連図書の展示
◆特別展示（エレベーター前ホール）
４月「桜」「読書絵はがき展」

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 メール shimogyo@ys-kyoto.org

イベント・講座

区民一般 女性 高齢の方 乳幼児 外国籍
市民

障がいの
ある方

マークの
説明

◆弁護士による法律相談を実施
日�時　毎週水曜日（祝日を除く）�
午後１時15 分〜３時 45 分

定�員　先着７名（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　地域力推進室まちづくり推進担当（☎371-7170）

◆行政書士による困りごと相談
日時　5月 9日（木）午後２時〜４時
問　��京都府行政書士会第５支部� �
（☎351-1200）

　　�地域力推進室総務・防災担当� �
（☎371-7163）

相談
（無料、秘密厳守）
場�所　いずれも� �
区役所１階相談室

◆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」などを、お聞きし、助言などを行います。
日時　4月22日（月）　午後１時30分〜３時
問　�総務省京都行政評価事務所（☎211-1100）
　　地域力推進室まちづくり推進担当（☎371-7170）

◆トレーニングガイダンス参加者募集
　青少年も一般の方もトレーニングできるよう

になりました。ガイダンスさえ受ければ開館時
間にいつでもトレーニングができます。
日時　毎週木曜日　午後 7時 30 分〜９時
費�用　ガイダンスは無料。別途、施設使用料が
必要です。13歳から 30 歳までの方 300 円、
31歳以上の方 600 円
◆�トレーニングルーム体力強化コース・筋
力中心コース

　中学・高校生年代に向けて開放しています。
体力増化コースでは、基本的なトレーニング、
筋力中心コースでは、筋力をメインにトレーニ
ングできます。
日時　体力増強コース：毎週火・金曜日
　　　筋力中心コース：毎週月・木曜日
　�　いずれも朝・昼・夜の３時間帯を用意して
います。
費�用　無料。※ただし、初回利用日以前に参加
費として、中学生1,450円、高校生年代1,850
円が必要です。

※１　�市民税の非課税世帯の方、生活保護を受給
されている方、70 歳以上の方などは、証
明書を提示または提出されると費用が免除
されます。詳しくは、お問合せください。

※２　�郵便番号・住所・氏名・生年月日・性別・
電話番号を記入し、受診される日の 15 日
前までに京都予防医学センター　大腸がん
検診係（〒 604-8491　中京区西ノ京左馬寮
町 28）宛てに郵送してください。

問　健康づくり推進課成人保健・医療担当
　　（☎ 371-7292）
献血
学区 開催日 時間 場所

豊園 ４月16日
（火） 午後１時30分～４時 洛央小学校

修徳 ４月23日
（火）

午前10時～正午、
午後１時～３時

修徳せんだん
ホール

有隣 ４月26日
（金） 午前10時～午後１時 元有隣

小学校
全学区 ４月26日

（金） 午後2時30分～4時30分 下京保健
センター

稚松 ５月14日
（火）

午前10時～午後０時30分、
午後１時30分～４時

元六条院
小学校

問　健康づくり推進課管理担当（☎ 371-7265）

検診名 対象年齢 内容 費用 申込み

胸
部
検
診

結核 15歳
以上

問診、胸部
X線撮影 無料 当日会場で

直接申し込み

肺がん 40歳
以上

問診、胸部
X線撮影 無料

当日会場で
直接申し込みかくたん細胞診

（問診の結果必
要とされた方）

1000円
※１

大腸がん
検診

40歳
以上

問診、
便潜血検査

300円
※１

事前に京都予防
医学センターに
「はがき」で申
し込み※２

◆ウォーキング教室
日時　�４月 23日（火）、５月 14日（火）午前９

時 30 分〜 10時 30 分（受付９時〜）
内容　�楽しく歩いて健康に！（春クール）
費用　無料　　申込み　不要
◆遊びのリーダー募集
　毎月第２・第４土曜日に活動している「梅小
路プレイパーク」では、一緒に子どもたちの遊
びをサポートする遊びのリーダーを募集してい
ます。
応募要件　高校生から 30 歳くらいまでの方
　応募や詳細についてはお問い合わせください。
◆ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク
日時　�5月 12日（日）午前９時〜11時
内容　�散策しながら、ゲームやクイズを行います。
参加費　無料

〒 600-8835　下京区観喜寺町 56-3　☎ 352-2500
梅小路公園

保　健
胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん
検診のお知らせ

　勤務先などで検診を受ける機会のない方を対
象に、がん検診を行います。
日時　５月 14 日（火）午後１時 30 分〜３時
場所　元崇仁小学校

検診内容

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

日時　5月 13 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

〒 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
◆「春の調べ～琴演奏会～」へのお誘い
日時　４月 19日（金）午後２時〜３時
場所　当センター集会室
申込み　不要　直接センターへ
◆「折り紙講座～和紙で作る鯉のぼり」
　端午の節句に飾っていただける鯉のぼりを和
紙で作ります。
日時　４月 23日（火）午前 10 時〜正午
場所　当センター和室小
定員　12 人　　費用　200 円
申込み　４月 16日（火）午前９時 30 分から受
　付。定員を超える場合はその場で抽選。


