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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
� ７月１日は、市・府民税第１期分の納期

限です
　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。
　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：市民税課（☎ 371-7172）
　　納付相談：納税課（☎ 371-7199）
　　口座振替：市納税推進課（☎ 213-5466）

平成 25 年度市・府民税のお知らせ
　自営業者等の方には６月 10 日付で

「市・府民税の納税通知書」を、給与所得者の
方にはお勤め先を通じて、「市・府民税特別徴
収税額の決定通知書」をお送りしています。
問　市民税課（☎ 371-7172）
　　市法人税務課（☎ 213-5246）

住宅耐震改修に係る固定資産税の減額
制度について

　昭和 57 年１月１日以前に建築された住宅に
ついて、現行の耐震基準に適合させる耐震改修
工事を行い、改修に係る費用が 50 万円を超え
る（３月 31 日までに契約されたものについて
は 30 万円以上のもの）場合、改修工事が完了
した翌年度に限り、床面積 120㎡までの部分の
固定資産税額の２分の１が減額されます。減額
を受ける場合は、必要書類とともに改修工事が
完了した日から３か月以内に申告してください。
問　固定資産税課（☎ 371-7196）

福　祉
夏季特別生活相談及び特別生活資金貸
付け

　疾病や不測の事故などのため、お盆の時期に
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けを行います。
相談日時　７月９日（火）～ 12 日（金）
　午前９時～ 11 時 30 分、午後１時～３時　

乳がん検診
日時　８月中（申込者には、後日検診日

時を郵送でお知らせします）
場所　下京保健センター（検診車）
対�象　市内在住の 30 歳以上の女性で、平成 25
年１月～ 12 月に偶数年齢になる方（昨年、
市の乳がん検診を受けていない方は、奇数年
齢の方でも受診可）
検�査内容・費用　問診、診察、乳房Ｘ線撮影
（30 歳代は乳房超音波撮影）1,300 円
申�込み　はがきに郵便番号・住所・学区・氏名
（ふりがな）・生年月日・電話番号・過去の乳
がん検診受診の有無（有の場合、前回の受診
区）、「下京区で乳がん検診受診希望」を記入
して７月 23 日（火）までに、〒 604-8491　
中京区西ノ京左馬寮町 28　京都予防医学セン
ター乳がん検診係宛てに郵送してください。
問　京都予防医学センター乳がん検診係
　　（☎ 811-9135）

特定疾患医療受給者票の継続手続
　平成 25 年度の特定疾患医療受給者票の

継続（更新）手続きを受け付けます。
必�要書類　①お手持ちの受給者票②申請書③臨
床調査個人票④生計中心者の前年所得税額を
証明する書類及び世帯調査（０～ 18 歳の扶
養親族がおられる方）⑤同意書（全員）、住
民税課税証明書（一部の方）⑥健康保険証の
写し⑦印鑑⑧重症申請書、（重症）診断書
（重症認定の方）
申請期間　７月 31 日（水）まで
問　健康づくり推進課成人保健・医療担当
　　（☎ 371-7292）

７月 31 日までのもの）は８月１日から使用
できません。８月１日以降に新しい保険証を
提示せずに受診した場合は、医療機関等の窓
口で医療費の全額をお支払いいただくことが
あります。
問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）

◆お楽しみ会
日時　６月 22 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
◆テーマ別図書の展示と貸出し
₆月「研究」「環境月間」関連図書の展示
₇月「夏休み課題図書」「海の生き物」の展示

◆特別展示（エレベーター前ホール）
₆月「京都学生折り紙サークルcolorful 作品展」
₇月「本は激怒した !!」

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　７月11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　6月24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）

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

◆Swish Kid's
　小学生向けのダンス教室です。初心者大歓
迎、基礎から学んで楽しく踊りませんか？
日時　�７月４日～９月 26日の毎週木曜日　� �

午後５時～６時　　
対象　小学生　　定員　10人
費用��月額4,000円（体験１回500円／見学無料）
◆ストリートダンス（初級）
日時　６月 20日～９月 26日の毎週木曜日
　　　（７月 11日、８月 15日除く）
　　　午後６時 15 分～７時 30 分
対象　中学生～ 30 歳までの方
内容　基礎を中心に学びたい方向け
定員　10名
費用　7,800 円（途中参加の場合、要相談）

◆ウォーキング教室
日時　�６月 25日（火）、７月９日（火）
　　　午前９時 30 分～（午前９時受付）
内容　�じっくり身体づくりに取り組もう！
参加費　無料　　申込み　不要
◆樹木と対話する教室
日時　�７月５日（金）
　　　午後1時 30 分～ 3時 30 分
内容　�芝生広場周辺「緑陰樹について」
参加費　無料　　申込み　不要
◆プレイパーク
日時　６月 22日（土）、７月 13日（土）
　　　午前 10時～午後３時
内容　�みんなで遊ぼう！
参加費　無料　　申込み　不要

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

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

日時　７月１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

◆�体いきいき栄養クラブ『腸の働きを良く
する食事』講座のご案内

　腸内環境によい栄養素とそれらを多く含む食べ
物などを学びます。
＜５回シリーズの講座＞
日時　�７月５日、19日、８月２日、９月６日、

20日　いずれも金曜日
　　　午前 10 時～ 11時 30 分
場所　センター和室小
定員　12 名（申込多数の場合は抽選）
費用　無料
申込み　�６月 28 日（金）午前９時 30 分から受付

（電話・FAX申込不可）

保　健

問　健康づくり推進課管理担当（☎ 371-7265）

学区 開催日 時間 場所
成　徳 ６月24日

（月） 午前９時30分～正午 元成徳中学校 

菊　浜 ６月24日
（月）

午後２時～
午後４時30分

ひと・まち
交流館 京都

献血

〒 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

場所　区役所２階福祉介護課
貸付日　７月 24 日（水）
貸付けの内容
・�世帯員１人３万円を目安に１世帯 15 万円まで
を貸付け

・担保・保証人は不要、無利子
・�１か月以上３か月以内の据置期間を含めて２
年以内に、原則として均等月賦で返済
貸付け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
共済制度などにより貸付けを受けることがで
きる世帯

・生活保護を受けている世帯
・�「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に関する法律」第 14 条第
１項などに規定する支援給付を受けている世帯
・�以前に夏季または歳末でこの資金の貸付けを
受け、償還が完了していない世帯

・償還能力に欠けると認められる世帯　
・�京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定す
る暴力団員等及び第５号に規定する暴力団密
接関係者の属する世帯
申請に必要なもの
　印鑑、健康保険証（世帯員全員分）など住所
と家族構成を明らかにできるもの
問　福祉介護課福祉担当（☎ 371-7216）
�国民健康保険からのお知らせ

平成 25 年度分の保険料通知書をお送
りします

送付時期　６月中旬
・�保険料を納付書で納めていただいている方に
は、便利な口座振替の申込書を添付しており
ます。

・�年金からの引落し（特別徴収）によって納付
されている方で、口座振替への変更を希望さ
れる方は、保険年金課へ口座振替の申込みと
併せて納付方法の変更をお申し出ください。
　なお、保険料の納付が困難な事情があるとき
は、減額が適用される場合もありますので、７
月末までになるべく早くご相談ください。それ
以降になりますと、減額される額が少なくなり
ますのでご注意ください。
問　保険年金課資格担当（☎ 371-7252）
�後期高齢者医療制度からのお知らせ

新しい保険証をお送りします
送付時期　７月中旬～ 7月末

注�意事項　古い保険証（有効期限が平成 25 年


