
文　化
右京中央図書館　テーマ展示

11 月「芸術を読む」「古典色々」「京の古典」
12 月「ふるさとをおもう」「人権月間」
　　　「京の縁起物・ご利益さん」
問合せ右京中央図書館　☎ 871-5336

移動図書館こじか号
日時・場所

11月23日（土・祝） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

12月2日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

12月4日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
12月5日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

12月13日（金）
10:10～10:40 宕陰小・中学校
10:50～11:20 愛宕ゆうこうの郷

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

暮らし
 

女性に対する暴力をなくす運動  

　配偶者・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、
セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、
女性に対する暴力をなくす運動を実施しています。
〇パネル展示
期間 11 月 12 日（火）～ 11 月 25 日（月）
場所 サンサ右京 1 階区民ロビー
問合せ共生社会推進室 男女共同参画推進担当　☎222-3091

京都ホンデリング  

　不要となった ISBN 付き書籍などを寄贈いた
だき、その売却代金を寄付として本市の犯罪被
害者総合相談窓口である（公社）京都犯罪被害
者支援センターの支援活動に役立てます。
期間 11 月 25 日（月）～ 12 月１日（日）
寄贈窓口 サンサ右京２階地域力推進室、ゼスト
御池、消費生活総合センター、ウィングス京都、
イオンモール KYOTO（京都駅南側）など
＊サンサ右京は通年窓口を設置

（平日８時 30 分～ 17 時）
＊イオンモール KYOTO（京都駅南側）は、
11 月 30 日（土）のみ実施。
＊他施設においても、実施日、受付時間帯が異
なりますので、お問い合わせください。
問合せくらし安全推進課　☎ 222-3193

市政情報総合案内コールセンター
京都いつでもコール

京都いつでもコール 検索
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８５５
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（年中無休）

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

税
令和元年分年末調整
（給与支払報告書等作成）説明会

　年末調整の方法や、給与支払報告書（源泉徴
収票）などの住民税・所得税の法定調書の作成、
提出方法についてご説明します。
日時 11 月 25 日（月）13 時 30 分～ 15 時 30 分
場所 右京ふれあい文化会館
問合せ右京税務署　☎ 311-6366

市税事務所 法人税務担当（特別徴収担当）
　☎ 213-5246

11月は国民健康保険料徴収強化期間です  

　国民健康保険料の相談のため、夜間・休日の
開庁日を設けています。日時については、お問
い合わせください。
問合せ保険年金課 徴収推進担当　☎ 861-2041

後期高齢者医療制度における高額療養費  

　医療機関などで支払った一部負担金が自己
負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高
額療養費として支給されます。該当する方に
は「高額療養費支給申請について（お知らせ）」
をお送りしています。
　支給には、初回のみ申請が必要ですので、お
知らせを受けた方は、下記の書類等を添えて、
お早めに申請してください。（郵送受付可）

申請に
必要なもの

「高額療養費支給申請について（お知らせ）」、
印鑑、預（貯）金通帳、委任状（代理人の方が来
られる場合）

問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　
☎ 861-2064

歳末特別生活相談及び特別生活資金貸付  

　疾病や不測の事故等のため、一時的に年越し
の生活にお困りの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を行います。
日時
〇生活相談
　12 月 10 日（火）～ 13 日（金）
　９時～ 11 時 30 分、13 時～ 15 時
〇生活資金貸付
　12 月 24 日（火）
場所 サンサ右京５階会議室１
貸付内容

〇１世帯 15 万円限度（世帯員１人当たり３万
円目安）

〇担保・保証人不要、無利子
〇償還２年以内（１ヵ月以上３ヵ月以内の据置

期間を含む）。原則均等月額で返済。
必要なもの

〇印鑑（スタンプ印不可）
〇健康保険証（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

保健福祉

貸付を受けられない世帯

〇ボーナス等の臨時収入がある。
または、他の共済制度等の貸付を受けるこ
とができる。

〇生活保護を受けている。
〇特別生活資金を償還中の世帯。（ただし、相

談の時点で 80％以上を償還し、貸付日まで
に未償還額を全額返済することを誓約した
うえで履行した世帯は除く）など 

詳細はお問い合わせください。
問合せ生活福祉課 管理担当　☎ 861-1410
　　　京北出張所 保健福祉第一担当　☎ 852-1815

成人・妊婦歯科相談（口腔機能相談）  

　歯科医師と歯科衛生士による健診
や相談を行います。
対象 市内在住の妊産婦および 18 歳

以上の方
日時 11 月 26 日（火）、12 月 24 日（火）
　　いずれも９時～ 10 時 30 分受付
場所 サンサ右京２階【受付：55 番窓口】
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  

　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 12 月 10 日（火）９時～ 10 時受付
場所 サンサ右京２階 【受付：53 番窓口】
対象 右京区在住の０歳～

小学校就学前のお子さん
定員 15 名（先着順）
持ち物母子健康手帳
申込み前日までにお電話または 53 番窓口へ
問合せ子どもはぐくみ室 子育て相談担当　☎ 861-2179

献血にご協力ください  
日時・場所

11月28日（木）
10:00～11:00 京都先端科学大学

（京都太秦キャンパス）12:00～16:30

12月5日（木）
10:00～12:00

西京極小学校
13:00～15:30

12月8日（日）
10:00～12:00

イオンモール京都五条
13:00～16:00

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　☎ 861-1404

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（閉庁日を除く）
13:15～15:15

サンサ右京１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
　（予約不要）

12月3日（火）
13:30～16:00

サンサ右京１階
相談室

③行政書士による
相談会

12月10日（火）
13:30～16:00

サンサ右京５階
大会議室２

④空き家相談員に
よる不動産相談（＊）
（予約不要）

12月5日（木）
13:30～16:00

サンサ右京１階
相談室

（＊）市内に空き家を所有の方、相続する可能性
のある方を対象に、相談員が活用に向けた相談
に応じます。
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　

☎ 090-3272-8996
　　　④まち再生・創造推進室　☎ 222-3503

無料・要申込

環境にやさしい冬のライフスタイル
　寒くなると暖房などを使い、エネルギー使用量
が増える冬。暖房は、ガスや電気、灯油を使う
ため、二酸化炭素の排出量も最も多くなります。
●重ね着をする　●窓に断熱シートを貼る
●根菜類、しょうがなどを食べて体の中か
ら温めるなど、健康やヒートショックにも
気をつけながら、環境にやさしいライフス
タイルを心がけましょう。
問合せ右京エコまちステーション　☎366-0190
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