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情 報 掲 示 板

　近隣とのトラブルなど身近に抱えている問題
を、簡易な手続きで、安く、早く解決できる「民
事調停」についての説明会および相談会です。
日時 11 月 19 日（金）14 時～ 16 時 30 分
場所 サンサ右京５階大会議室１、２
問合せ地域力推進室 まちづくり推進担当　☎ 861-1264

文　化
右京中央図書館　特集コーナー

「読書絵はがき展」
期間 10 月 27 日（水）～ 11 月 8 日（月）

１０月「大切な人へ想いを届けよう」
「京の味覚を楽しむ」「ごちそう」

１１月「彩りある古典と出会う」「京の古典」
「くだもののえほん」

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

10月23日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前

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

11月 4 日（木） 13:00～13:50 高雄小学校
11月 8 日（月） 13:10～13:40 嵯峨小学校

11月12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
来年４月に小学校・義務教育学校へ入学
する新１年生の保護者の方へ

　入学に関する書類（入学届）を10 月21日（木）
頃発送しますので、11 月５日（金）までに指定
の学校に提出してください。
対象 平成 27 年（2015 年）４月２日～

平成 28 年（2016 年）４月１日生まれ
注意点
◦国・私立小学校に入学を予定している方や、

引っ越しの予定がある方も必ず指定の学校
へ提出してください。

◦就学時健康診断の日程は、決まり次第各学校
のホームページに掲載し、入学届の提出時に
もご案内します。

◦来年、中学校・義務教育学校（後期課程）へ
入学される方の入学手続等は来年１月です。

問合せ指定の学校または市教委調査課 ☎ 222-3772
就学時健康診断： 
　指定の学校または市教委体育健康教育室学校保健担当

☎ 708-5321
入学に関する書類が届かない場合：

市民窓口課　☎ 861-1360
京北地域にお住まいの方：

京北出張所　☎ 852-1812

民事調停セミナーおよび個別相談会 予約不要気付き、はじめる健康づくり
～糖尿病予防編～ 無料・要申込み

　「血糖値が高めと言われたけれど、どう気を付
けたらいいの？」「将来、糖尿病を発症しないため
にはどうしたらいいの？」と心配されている皆様、
糖尿病の発症予防を学ぶ教室にぜひご参加を！！
日時 3 日間コース
11 月 29 日（月）10 時～ 11 時 35 分
12 月 6 日（月）10 時～ 11 時 35 分
3 月 7 日（月）9 時 30 分～ 11 時 20 分
場所 サンサ右京　　定員 20 名程度
対象 血糖値が高め（血液検査で HbA1c が 5.6
～ 6.4）の方、糖尿病予備群等と言われた方で
糖尿病の治療をしていない 70 歳以下の方
内容 医師、歯科医師、栄養士等による講話と運動ほか
＊詳細は申込み後に案内　
申込み  10 月 18 日（月）から問合せ先へ電話

またはサンサ右京１階 24 番窓口へ
問合せ健康長寿推進課 健康長寿推進担当　☎ 861-2177

相談（無料）
　各種相談は、急遽中止となることもあります
ので、事前にお問い合わせください。

日時 毎週水曜日（閉庁日を除く）
　　13 時 15 分～ 15 時 15 分
場所 サンサ右京 1 階相談室　　定員 12 組
予約 希望する週の月曜日（閉庁日の場合は火曜

日）から電話または来庁（９時～ 17 時）
問合せ地域力推進室 まちづくり推進担当　☎ 861-1264

日時 11 月 2 日（火）13 時 30 分～ 16 時
場所 サンサ右京 1 階相談室
問合せ総務省 京都行政監視行政相談センター　☎ 802-1100

日時 11 月 9 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分
＊奇数月第２火曜日に開催
場所 サンサ右京 1 階相談室
予約 電話で問合せ先まで
問合せ京都司法書士会事務局　☎ 255-2566

（平日 9 時〜 17 時、土曜 9 時〜 12 時）

空き家相談員による
不動産相談

先着3組、事前予約制先着3組、事前予約制
（京都いつでもコール）（京都いつでもコール）

日時 11 月 4 日（木）
　　 13 時 30 分～ 15 時 50 分（１組 40 分）
場所 サンサ右京 1 階相談室
定員 3 組（事前予約制・1 組 2 名まで）
対象 市内に空き家等の不動産を所有する方、相

続する可能性のある方
申込み 10 月15 日（金）～ 31日（日）に　　（２・３面下
参照）まで（氏名・電話番号︎・日時・会場・相談
物件所在地・相談概要をお伝えください）。
問合せまち再生・創造推進室　☎ 222-3503

弁護士による市民法律相談 先着12組
事前予約制

行政相談委員による行政相談 予約不要

司法書士による相談会 予約優先

税

　期間中の夜間・休日に電話などにより納税の
お知らせや納税指導を実施します。また、財産
があるにも関わらず、納付されない場合には、
差押等の滞納処分を実施します。
　新型コロナウイルス感染症の影響などによ
り、市税の納付が困難な場合には、納税を猶予
する制度もありますので、お早めに問合せまで
お電話にてご相談ください。
問合せ市税事務所納税室 納税第三担当

（右京区担当）　☎ 222-3454

　住宅を借りるために必要となる資金（月上限
４万円、原則 12 カ月以内）の無利子貸付制度
が創設されました。
対象 児童扶養手当の受給者で、ひとり親家庭への
就労支援である母子・父子自立支援プログラムの
策定を受け、自立に向けて取り組んでいる方 
＊安定的な就労につながった場合には、１年間

の就労継続後に貸付金の返還を一括して免除
します。

問合せ子どもはぐくみ室 子育て推進担当　☎ 861-1437
京北地域にお住まいの方：
京北出張所保健福祉第一担当　☎ 852-1815

　現在お持ちの保険証は、12 月 1 日以降は使
用できません。新しい保険証をお送りしますの
で、次の点をお確かめください。
◦保険証の記載内容に誤りはありませんか。
◦職場の健康保険など、他の保険に加入した届

出や、住所変更の届出を忘れていませんか。
問合せ保険年金課 資格担当　☎ 861-2032

保険料（国保・後期高齢者医療）の
滞納にご注意

　災害などの特別な事情がなく保険料を滞納して
いると、次のような措置を受けることになります。
◦保険証の有効期限を短縮します。
◦保険証を返還いただき、これに代わる資格証

明書を交付します（資格証明書で受診した場
合、後日給付割合相当分の給付申請をするこ
とができますが、一旦全額自己負担していた
だく必要があります）。

◦財産を調査し、給与、預（貯）金、生命保険、
年金、不動産等の財産を差し押さえます。

滞納がある場合は至急納付してください。納付
が困難な事情がある方は早めにご相談ください。
問合せ保険年金課 徴収推進担当　☎ 861-2041

11月、12月は市税の「滞納整理強化期間」です

保健福祉
新設～ひとり親家庭住宅支援資金貸付～

いい夫婦の日（１１月２２日）に
東映太秦映画村のペア招待券をプレゼント！

　右京区制 90 周年を記念して、東映太秦映画村と右京区役所の共同
企画として実施します。対象は、11 月 22 日（月）、開庁時間中（9 時
～ 17 時）に婚姻届を出されるカップルのうち、先着 11 組（22 名）
です。晴れの門出を右京区で迎えられるお２人に、映画村での素敵
なひとときを添えてお祝いします。 東映太秦映画村 秋のイベント

11月中に新しい国民健康保険証をお送りします

右京区制90周年記念
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