
右 京 区 役 所
情 報 掲 示 板

☎ 861-1101（代表）　FAX 872-5048

〒616-8511　右京区太秦下刑部町12

介護保険適用除外施設への
入退所は14日以内に届出を
　市国保など医療保険に加入している 40歳か
ら 64歳までの方（介護保険第 2号被保険者）
が介護保険適用除外施設に入所すると、介護保
険の被保険者でなくなり、入所中の介護分保険
料は不要になります。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

成人・妊婦歯科相談  
　歯科医師と歯科衛生士による健診、
相談を行います。
日時 1 月 22日（火）、2月 26日（火）

いずれも 9時～ 10時 30分受付
場所 右京区役所 2階 【受付 55番窓口】
対象 市内在住の妊産婦および 18歳以上の方
費用 無料＊予約不要
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

乳幼児歯科相談
　歯科医師と歯科衛生士による健
診や保健指導。お子さんの歯と口
の健康について心配なことがある
方はご利用ください。
日時 2 月 12日（火）8時 45分～ 10時受付

＊ 2ヵ月ごと（次回は４月９日）
場所 右京区役所 2階 【受付 53番窓口】
対象 区内在住の 0歳～小学校就学前のお子さん
定員 15 名 ＊要予約・先着順

保健福祉

持ち物母子健康手帳
費用 無料
申込み前日までに電話または 53番窓口
問合せ子どもはぐくみ室 子育て相談担当　☎ 861-2179

相談（無料）
種　類 日　時 場　所

①弁護士による
　市民法律相談
＊先着12組
＊事前予約制

毎週水曜日（祝日を除く）
13:15～15:15

右京区役所
１階 相談室

★予約方法
相談したい週の月曜日（閉庁日の場合は火曜日）から
電話または来庁にて予約受付（8:30～17:00）

②行政相談委員に
　よる行政相談

２月５日（火）
13:30～16:00

右京区役所
１階 相談室

③行政書士による
　相談会

２月12日（火）
13:30～16:00

右京区役所
５階 会議室1

問合せ①②地域力推進室 まちづくり推進担当
☎ 861-1264

③京都府行政書士会第3支部　☎468-3238

文　化
右京中央図書館　特集コーナー
1 月「ＡＩ×人」「京の縁起物・ご利益さん」
2月「ねこだらけ」「美しい京の技」
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

移動図書館こじか号
 １月26日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

 ２月４日（月）
11:00～11:40      西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

 ２月６日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
 ２月７日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

暮らし
質量計（はかり、ひょう量500キログラ
ム以下）定期検査

　取引・証明に使用される質量計（はかり）は、
２年に１回、定期検査を受けなければなりませ
ん。指定定期検査機関がひょう量５００㎏以下
の質量計を検査しますので、対象のはかりを受
検してください。
＊家庭用のヘルスメーター、キッチンスケール
などは対象外
実施日・場所

時間 10 時～ 14時 30分
（※ 1）  10 時～ 12時
（※ 2）  10 時～ 13時 30分
（※ 3）  12 時 30分～ 14時

問合せ京都府計量協会　☎ 415-3166

 １月28日（月） 嵯峨小学校
 １月29日（火） 安井小学校　（※2）
 １月30日（水） 梅津小学校
 ２月４日（月） 御室小学校
 ２月５日（火） 太秦小学校
 ２月７日（木） 西京極小学校
 ２月８日（金） 花園小学校
 ２月12日（火） 西院小学校　（※2）
 ２月14日（木） 宇多野小学校　（※1）
 ２月15日（金） 山ノ内小学校
 ２月18日（月） 嵯峨野小学校
 ２月19日（火） 旧計量検査所　（※2）
 ２月20日（水） 西院中学校

 ３月18日（月） 京都市農協　嵯峨野支店経済出張所前
（※3）

 ３月19日（火） 右京区役所　京北出張所

いずれも 9時～ 10時 30分受付

市・府民税、所得税および復興特別所得税等の申告はお早めに 配偶者控除・配偶者特別控除が変わります
・ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金
額の上限が引き上げられます。

・ 合計所得金額900万円（給与収入1,120万円）超の
納税義務者は、合計所得に応じて配偶者控除および
配偶者特別控除の額が減少、または無くなります。

公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額（複数の場合は合計額）が400万
円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下の方は、所得税の確定申告が不要です。
＊所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方は、
確定申告書の提出が必要です。
問合せ右京税務署　☎311-6366　

市税事務所（市民税第３担当）　☎746-5843

　数種類のチェックで体年齢を知ることが
できます。結果に基づいて、一人ひとりに
合った運動メニューをアドバイスします。
日時 1月22日（火）10時～16時（受付15時まで）
場所 京都ファミリー2階吹き抜け前スペース
内容 血圧、血管年齢、筋肉年齢、体ゆがみ度、
骨密度測定

問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当
 　☎861-2177

私のからだ年齢私のからだ年齢私のからだ年齢
測ってみよう！！

－市税の納め忘れはありませんか？－
2月・3月は「滞納整理強化期間」
期間中は夜間・休日に各戸訪問や電話による催促
を行い、納付に進展のない場合は差押えを行いま
す。市税の納付が困難な場合は、区役所2階の税務
センターへご相談ください。
問合せ右京税務センター　☎861-1849

所得税等の確定申告

税理士による申告相談（無料）

所得税等の申告書作成

＊ 税理士による申告相談では、譲渡所得、
贈与税の相談は行っていません。

＊ 2月24日（日）、3月3日（日）以外の土日祝
は開設していません。

＊ 会場の混雑状況により、早めに受付を終
了する場合があります。

＊ 右京税務署内では、申告相談を行っていません。

会場 京都府中小企業会館（西大路五条下る東側）

日時 ２月12日（火）～２月15日（金）９時30分～15時

日時 ２月18日（月）～３月15日（金）９時～16時

◆ 申告書作成会場は大変混雑します。国税庁ホームページの 
「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 
◆ 郵送でも提出できます。郵送先〒615-0007　右京区西院上花田町10-1　右京税務署宛
◆申告手続き等の問合せは、右京税務署へ電話の後、音声案内の「０」を選択し、「確定申告コールセンター」へ。

作成コーナー 検索

市・府民税申告は区役所臨時窓口
または市税事務所へ

対象
・ 市内在住（今年1月1日時点）で、30年
中の所得金額が所得控除額を超える方
・ 30年中に収入がなく、課税証明書な
どの所得額の欄に「０円」と記載が必
要な方（未申告の方は空白）
＊ 所得税の確定申告をされる方や、30年
中の所得が給与のみで勤務先から給
与支払報告書が提出されている方は、
通常、申告不要です。
＊ 前年に申告された方には、1月末頃に
申告書の用紙を送付します。

期　間
＊土日祝を除く ２月1日（金）～3月15日（金）

参加無料・申込不要

再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。 市　民　し　ん　ぶ　ん　右京区版　　 第２７７号　　平成３１年１月１５日　（４）

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】販売代理店の（株）ウィット（☎ 072-668-3275）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


