
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 相談（無料）

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
予約方法 希望する週の月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 ３月１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 ３月８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
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 ３月３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 先着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２月 15 日（火）～２月 27 日（日）に　　
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

文　化
右京中央図書館　特集コーナー

２月「ニャンと魅力的なネコ世界」
「京の文化財・芸術」
「どんないえにすみたい？」

３月「おしごとのこと」「京の文化財・芸術」
「わかれるとき　であうとき」

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

２月26日（土） 10:30～12:00 京北合同庁舎前
３月２日（水） 13:10～13:40 嵯峨小学校
３月３日（木） 13:00～13:50 高雄小学校

３月７日（月）
11:00～11:40 西京極小学校
13:00～13:40 葛野小学校

３月11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

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）

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

場所 サンサ右京２階　55 番窓口
料金 1,300 円（免除制度あり）
対象 今年 12 月 31 日時点で、40 歳以上であり、
前年受診していない女性の方（原則
偶数年齢の方）。ただし、市内在住の
方に限ります。
内容 マンモグラフィー検査
＊視触診・エコー検査は実施していません。
申込方法 乳がん巡回検診申込はがき（乳がん検
診案内チラシに添付、保健福祉センター 24 番
窓口で入手可。市ホームページでは様式をダウ
ンロード可）でお申し込みください。
締切 ３月 15 日（火）
問合せ京都予防医学センター 乳がん検診係

☎ 811-9135
健康長寿推進課 健康長寿推進担当

☎ 861-2177

　精神科嘱託医と精神保健福祉相談員等が、こ
ころの健康に関する様々な相談をお受けしま
す。
日時 毎月第１・２・４木曜日：14 時～ 15 時

30 分
　　第３木曜日：14 時 30 分～ 16 時
　　＊祝日除く
場所 サンサ右京２階　障害保健福祉課
問合せ障害保健福祉課　☎ 861-1451

献血にご協力ください
日時・場所

２月26日（土）
10:30～12:15

京都ファミリー
13:30～16:30

問合せ健康長寿推進課 地域支援担当　
☎ 861-1404

　地域保健の推進について、区民の皆さんから
幅広いご意見を伺い、取組に反映していくた
め、保健福祉センターの取組方針について審議
する「右京区地域保健推進協議会」を設置して
います。この度、区協議会に市民公募委員とし
て参加いただける方を募集します。
募集人数 ２名
任期 委嘱の日から２年間

（委嘱予定日：令和４年４月１日）
応募資格 次のすべてを満たす方
〇右京区内在住で 18 歳以上の方
〇国、地方公共団体の議員又は常勤の公務員で

ない方
〇日本語での会話が可能な方（ただし国籍は問

いません）
〇本市の他の審議会等に２つ以上、公募委員と

して参画していない方
○審議会（通常、平日の日中に対面で開催）に

出席できる方（年 1 回程度）
〇過去に区協議会に委員として在籍していな

い方
応募期間 ２月 28 日（月）（消印有効）まで
応募方法 保健福祉センターで配布する応募用紙

（区ホームページからダウンロードも可）を郵
送・持参・FAX により提出してください。
選考 応募書類をもとに選考します。場合により
面接を行うことがあります。選考結果は、３月
末までに応募者全員に通知します。応募書類は
返却しません。
報酬 会議への出席ごとにお支払い
応募・問合せ
〒 616-8511　右京区太秦下刑部町 12 番地
右京区役所保健福祉センター 地域支援担当
☎ 861-1404　FAX 861-9559

こころの健康相談 無料・申込不要

右京区地域保健推進協議会委員を募集

○退職などで厚生年金保険や共済組合などを
やめたとき

○厚生年金保険や共済組合などの加入者に扶
養されている配偶者が扶養から外れたとき
日本に在住の 20 歳以上 60 歳未満で、上記

のいずれかに該当される方は、第１号被保険者
として加入の届出が必要です。
　加入を届け出なかったり、保険料を未納のま
まにしたりすると、万一のとき、国民年金を受
給できなくなる場合があります。
　手続きがお済みでない方は、至急届け出てく
ださい。
問合せ保険年金課 保険給付・年金担当　☎ 861-2064

３月～５月は国民健康保険料の
「徴収強化期間」です

　保険料の納付が困難な場合には、お早めにご
相談ください。
問合せ保険年金課 徴収推進担当　 ☎ 861-2041

　手当は、請求された月の翌月分から支給され
ます。ただし、所得が一定以上ある場合、児童
福祉施設に入所している場合などは支給され
ません。
●児童扶養手当
対象 父母の離婚などで、父または母と生計を同
じくしていない児童（18 歳に到達後、最初の
３月 31 日まで）を養育している家庭（ひとり
親家庭等）
手当額（月額）児童の人数と前年の所得額（養育費

含む）により決定
全部支給 一部支給

児童１人 43,160円 10,180～43,150円
児童２人 53,350円 15,280～53,330円

＊３人目以降は、所得額に応じて１人あたり
3,060 円～ 6,110 円加算

問合せ子どもはぐくみ室 子育て推進担当　☎ 861-1437
●特別児童扶養手当
対象 中程度以上の知的・精神・身体障害のある

児童（20 歳未満）＊ を養育している家庭
＊本年 4 月 1 日施行の民法改正（成人年齢の

引き下げ）の対象外
手当額（月額）

障害の程度に応じて決定
52,500 円（１級）/34,970 円（２級）
問合せ障害保健福祉課 障害難病支援担当　

☎ 861-1451
いずれの手当ても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

日程 ４月上旬～５月下旬
＊申込締切後、京都予防医学センターから申込

者に検診日時を郵便でお知らせします。

保健福祉
国民年金　こんな時には届出を

児童扶養手当・特別児童扶養手当

乳がん巡回検診のご案内

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314号　　令和 4 年２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）ジチタイアド（☎ 092-716-1401）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。
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