
＊障害を事由とする年金などを受けることができ
る方、福祉施設などに入所している方は対象外。
③外国籍市民重度障害者特別給付金

国民年金制度改正前に 20 歳に達していた等
の理由により、障害基礎年金等を受けることが
できない重度障害のある外国籍市民の方に支給。
支給額①月額　27,350 円

②月額　14,880 円
③月額　41,300 円

＊所得制限有り・原則年間４回の支払い
問合せ障害保健福祉課　☎ 861-1451

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

相談（無料）
種　類 日時・場所 予約方法

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

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

（9:00～17:00）

②行政相談委員
による行政
相談

1月12日（火）
13:30～16:00

サンサ右京１階相談室
予約不要

③司法書士に
よる相談会
＊予約優先

1月12日（火）
13:30～16:30
＊奇数月第２火曜日に
　開催

サンサ右京１階会議室A

京都司法書士会事
務 局 に て、 電 話
で予約受付（平日
9:00～17:00、土
曜9:00～12:00）

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

文　化
右京中央図書館　テーマ展示

12 月「考えよう、人権のこと」
「京の縁起物・ご利益さん」
「えほんこれくしょん 2020」

1 月「先取り！大河ドラマ“青天を衝け”」
「京の縁起物・ご利益さん」
「十二支のえほん」

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

12月26日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前
１月６日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
１月７日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

１月13日（水）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

問合せ移動図書館　☎ 801-4196

国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料の
納付は、納め忘れのない口座振替が便利です

　申込みは、以下のものをお持ちのうえ、預金
口座のある金融機関、郵便局の窓口へ。
持ち物

・領収書や納入通知書などの国保記号番号がわ
かるもの（後期高齢者医療制度の場合は、被
保険者番号と徴収番号）

・預（貯）金通帳
・届出印
国民健康保険料の口座振替の申込みは、
「ペイジー口座振替受付サービス」が簡単です。
　一部の金融機関について、保険年金課窓口で
申込みができます。キャッシュカードと国保記
号番号の分かるものをお持ちください。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

重度障害のある方に対する手当
　重度障害のある方に、次の手当を支給してい
ます。詳細は、問合せまで。
①特別障害者手当

重度の障害があるため、日常生活で常時特別な
介護を必要とされる20歳以上の在宅の方に支給。
＊障害者施設等に入所、病院や診療所に入院し

ている方は対象外。
②障害児福祉手当

重度の障害があるため、日常生活で常時介護
を必要とされる 20 歳未満の方に支給。

保健福祉

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）

右 京 区 役 所

☎ 861-1101（代表）　FAX 872-5048

〒616-8511　右京区太秦下刑部町12

情 報 掲 示 板

年末年始の業務案内
市役所・区役所（＊）・出張所
＊戸籍の届け出は宿直窓口で受付

12/29～1/3休み
証明書発行コーナー

（西院、嵯峨など）

西部土木事務所
☎871-6721
京北・左京山間部土木事務所
☎852-1819
北部みどり管理事務所
☎882-7019

12/29～1/3休み
＊緊急時の連絡は左記のダイヤル

まで

上下水道局　西部営業所
☎841-9184  FAX801-9629

京北分室（京北地域のみ）
☎852-1820  FAX852-1833

お客さま窓口
サービスコーナー
☎672-7770  FAX672-7773

12/29～1/3休み
＊上記期間は、お客さま窓口

サービスコーナーで電話受付
（8時30分～21時）

＊漏水、にごり水、道路陥没等
の緊急時は緊急ダイヤル

　（☎0800-222-3500）まで。
　（21時～翌8時30分、無休）

市バス 12/29～1/3は
「休日ダイヤ」で運行

＊12/31の
終夜運行に
ついては

地下鉄

12/30～1/3は
「土曜・休日ダイヤ」
で運行
＊1/ １は地下鉄深

夜便「コトキン・
ライナー」の運行
はありません

右京消防署　☎871-0119 防火・防災・救急に関する相談等
は年中無休 ＊火災や救急は119番

京都市交通局
検索

施設名 休みの期間
右京中央図書館 12/29～1/5
右京ふれあい文化会館 12/28～1/5
嵯峨鳥居本町並み保存館 12/26～1/6
ハンナリーズアリーナ

12/29～1/3市民スポーツ会館
右京地域体育館

西京極総合運動公園
12/29～1/3
＊1/2、3は、補助競技場を無料

開放（9時～16時）

京都アクアリーナ

12/31～1/1
＊12/29、30と1/2、3について

は、スケートリンクおよび駐
車場のみ営業（10時～17時）

宇津峡公園 12/28～1/4
京北運動公園 12/29～1/3
京北森林公園 12/27～1/5

道の駅 ウッディー京北

12/31～1/3
＊12/29は9時～17時、
　12/30は9時～14時の間、
　販売コーナーのみ営業

宇多野ユースホステル 無休
やまごえ温水プール 12/28～1/7
右京老人福祉センター

12/29～1/3
右京中央老人福祉センター

診療科目 診療日 受付時間 場所・電話

小児科
12/29

～

1/3

10時～17時
18時～24時 中京区西ノ京東栂尾町6

（府医師会館1階）
☎354-6021内科・眼科 10時～17時

18時～22時

耳鼻咽喉科 10時～17時

歯科
12/29

～

1/4
10時～17時

中京区西ノ京東栂尾町1
（府歯科医師会口腔保健セ
ンター1階）☎812-8493

＊急病診療所は、夜間・休日等の急
・

な
・

病
・

気
・

に対する応
・

急
・

的
・

な
・

診
・

察
・

を行う施設です。（救急のお問い合わせは☎#7119、☎0570-
00-7119）

■市立病院・京北病院 12月29日～1月3日休み
　（救急外来を除く）

新型コロナウイルス関連
風邪症状等がある場合は、身近な医療機関にお電
話でご相談ください。電話相談できない場合は、

「きょうと新型コロナ医療相談センター」まで。
☎075-414-5487（土・日・祝日含む24時間受付可）。

生活関係 文化・教育・スポーツ等

病院
■急病診療所　＊健康保険証などをお忘れなく

申込み・証明などはお早めに

＊年末年始のごみの収集日については、折り込みをご覧ください。

移動式拠点回収を実施します！
リサイクル可能な「資源物」と捨て方が難

しい「有害・危険ごみ」を、まち美化事務所
が地域の身近な場所に出向いて回収します！
日時・場所

12 月 19 日（土）
９:00 ～ 11:00 すりばち池緑地
13:00 ～ 15:00 午塚公園

　詳細は、まち美化事務所やエコまちス
テーションにあるチラシ、またはホーム
ページをご覧ください。
移動式拠点回収事業 検索

問合せ西部まち美化事務所　☎882-5787
右京エコまちステーション　☎366-0190

まちステーション便り今月の

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300号　　令和 2 年12月15日　（4）
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