
   

③司法書士による
相談会
（事前予約制）

5月12日（火）
13:30～16:30
＊奇数月第２火曜日に開催

サンサ右京
５階会議室１

④空き家相談員に
よる不動産相談（＊）
（予約不要）

5月7日（木）
13:30～15:00

サンサ右京
１階
MACHIKO

（＊）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

③京都司法書士会事務局　☎ 255-2566
　（平日９時〜 17 時、土曜９時〜 12 時）
④まち再生・創造推進室　☎ 222-3503

文　化
右京中央図書館　テーマ展示

4 月「START ! ENJOY ! 新生活」
「京の芸術・文化財」「本が出てくる本」

5 月「もっと知りたい憲法」「京の芸術・文化財」
「おかあさんだいすき」

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

４月25日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

５月８日（金）
10:10～10:40 宕陰小・中学校
10:50～11:20 愛宕ゆうこうの郷

５月11日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

５月13日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
５月14日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

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

国保等の夜間納付相談  

　4 月は夜間の開庁日を設けていますので、普
段はお仕事等がある方も、納付相談にお越しく
ださい。
日時 ４月 22 日（水）17 時～ 19 時 30 分
問合せ保険年金課 徴収推進担当　☎ 861-2041

学生納付特例制度について  

　学生の方で、本人に前年の所得がない場合や
所得が基準以下の場合は、申請して承認される
と、国民年金保険料の納付が猶予されます。申
請される場合は、学生証等が必要です。
問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　☎ 861-2064

国保の口座振替の手続きにはペイジー
口座振替受付サービスが便利です

　対象金融機関のキャッシュカードで簡単に
口座振替の申込手続ができるサービスです（後
期高齢者医療制度は対象外）。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

後期高齢者医療保険料額と納付方法について  

①特別徴収（年金からの引き落とし）の方
　2 月に保険料を特別徴収された方は、2 月と
同額の保険料が 4 月、6 月、8 月の年金から引
き落とされます（仮徴収）。10 月以降に納付
いただく保険料額は、7 月にお知らせします。
4 月から特別徴収される方には、4 月に別途お
知らせをお送りします。
②普通徴収（納付書・口座振替）の方
　令和２年度の保険料額は 7 月にお知らせし
ます。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

令和２年度介護保険料通知書を送付します  

　４月下旬までに第１号被保険者（65 歳以上）
の方に、お届けします。通知書に納付書が付いて
いる場合は、納期限までに最寄りの金融機関また
は郵便局でお納めください。納付には、便利な口
座振替をお勧めします。申込みは、口座のある金
融機関または郵便局まで。
　令和２年２月が特別徴収（年金からの引落
し）の方で、介護保険料が変更にならない方は、

保健福祉

今回通知書の送付はありません。今年度の市民
税確定後の７月に保険料を計算し、通知書を送
付します。
　平成 30 年中に一時的な所得があり、平成
31 年度（令和元年度）の保険料が大きく増加
した方は、申請により令和２年８月以降の特別
徴収額を変更できる場合があります。申請は５
月中に問合せまで。
問合せ健康長寿推進課 高齢介護保険担当　☎ 861-1416

京北地域にお住まいの方は、
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歯科健
診や歯科相談を行います。
対象 市内在住の妊産婦および 18 歳以上の方
日時 4 月 28 日（火）、5 月 26 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

胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診  
日時・場所

５月12日（火） 南太秦小学校
５月21日（木） 西院中学校

いずれも 14 時～ 15 時 30 分受付
＊ 無地の肌着・Ｔシャツ 1 枚であれば着たま

ま胸部Ｘ線撮影ができます。混雑緩和のた
め、簡易な服装でお越しください。

問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

献血にご協力ください  
日時・場所

4月26日（日）
10:00～12:00 南太秦小学校

（グラウンド）13:00～15:30

4月30日（木）
10:00～12:00

嵯峨小学校
13:00～15:30

5月7日（木）
　9:30～10:30 広沢小学校
12:30～14:00 嵯峨野小学校
15:00～16:00 嵐山小学校

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）

5月12日（火）
13:30～16:00

サンサ右京
１階相談室

５月は赤十字運動月間
～活動資金にご協力ください～

無料・申込不要

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

☎６６１‐３
み な こ こ  
７５５  ＦＡＸ６６１‐５

ごようはここ
８５５

＊番号のお間違いがないようご注意ください
Eメール（ホームページから）

午前８時～午後９時
（年中無休）

　イベントでのごみの減量や参加者の環境意
識の向上を図る支援策を活用して、イベント
経費も環境への負荷も軽くしましょう！
●「エコイベント登録」でエコ化をPR！ 無料

●「リユースごみ箱」でしっかり分別！ 無料

●「リユース食器」助成金制度を賢く活用！（右表参照）

申込み・問合せ  右京エコまちステーション　☎366-0190、ごみ減量推進課　☎213-4930

対象
イベント

自治会・町内会、
NPO、学校など
が市内のイベン
トでリユース食
器を使い100食
以上提供

助成内容
リユース食器導
入費用の2分の1
（上限50万円）

　ごみ処理・再資源化施設を見学し、
減量や分別など環境にやさしいライフ
スタイルを考えるツアーです。年中募
集しています。

場所  さすてな京都や京エコ
ロジーセンターなど、市内
の指定施設
対象  環境に関心のあるグ
ループやサークル、地域団体
参加費  無料　
＊京エコロジーセンターでのエ
　コクッキングは材料費が必要

環境施設見学会ご
み
減
量

参 加 団 体 募 集 ！

　日本赤十字社は、国内外
での災害救護をはじめ、救
急法などの各種講習会の実
施や青少年赤十字活動、輸
血用血液の安定供給など、
人道的使命を果たすために
様々な活動を行っています。こうした幅広
い活動を継続、充実していくために、皆様
のご支援とご協力をお願いします。
問合せ日本赤十字社 京都府支部　☎ 541-9326

地域力推進室 まちづくり推進担当 
☎ 861-1264

再生紙・植物油インクを使用しています。
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