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毎月納めに行く手間が省け、納め忘

れの心配もありません。

お申し込みは、領収書または納入通

知書など国民健康保険記号番号(後期

高齢者医療の場合は、被保険者番号

と徴収番号)が分かるもの、預金(貯金)

通帳、届出の印鑑をお持ちのうえ、お

取引のある金融機関、郵便局または区

保険年金課の窓口へお越しください。

※特別徴収(年金からの天引き)によ

る納付の方で、口座振替への変更を

ご希望の場合は、区保険年金課へ口

座振替の申し込みと併せて納付方法

の変更をお申し出ください。 区保

険年金課資格担当(☎592-3105）。

■小児慢性特定疾患医療受診券の継
続申請について
現在、給付を受けている方で承認

期限が平成24年3月31日の方のうち、

引き続き給付を希望される場合は、

継続申請を区保健センターで受け付

けていますので、申請してください

（平成24年２月３日まで）。申請の際

は、必要書類（申請書類及び税証明

書類など）をお持ちください。 区

健康づくり推進課母子・精神保健担

当（☎592-3479）

■無料法律相談
毎週水曜日。13:30～15:30。 区

第２会議室。 15名。 当日８:30

から整理券配布。先着順。 区まち

づくり推進課（☎592-3088）

■無料行政相談
１月12日（木)13:30～16:00。 区

第２会議室。 区まちづくり推進課

（☎592-3088）

■行政書士の市民困りごと相談会
１月17日（火)14:00～16:00。 無

料。 区第２会議室。 京都府行政

書士会第６支部事務局（☎583-3230）

「
京
都
い
つ
で
も
コ
ー
ル
」

京
都
市
市
政
情
報
総
合
案
内
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

年
中
無
休
　
午
前
８
時
〜
午
後
９
時

☎
６
６
１
ー
３
７
５
５
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
６
６
１
ー
５
８
５
５

電
子
メ
ー
ル
（
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
送
信
で
き
ま
す
）

パ
ソ
コ
ンhttp://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html

携
帯
電
話 http://w

w
w
.city.kyoto.jp/koho/m

/cc/

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

■特別障害者手当、障害児福祉手
当、外国籍市民重度障害者特別給付
金について
市では、重度障害があり、日常生

活で常時特別の介護を必要とするな

ど、要件を満たす方に対して、次の

手当を支給します。

１ 特別障害者手当（20歳以上の在宅

の方）月額26,340円

２ 障害児福祉手当（20歳未満の在宅

の方）月額14,330円

３ 外国籍市民重度障害者特別給付金

（給付要件を満たす在住の外国籍

の方）月額41,300円

　（１～３いずれも年４回払）

上記の支給を受けるには、申請が

必要ですので、区支援課までお問合

せください。ただし、所得制限等が

あります。 区支援課支援第二担当

（☎592-3243）

■京都市国民健康保険、後期高齢者
医療制度、国民年金、介護保険から
のお知らせ
京都市国民健康保険・後期高齢者
医療制度・国民年金・介護保険の保
険料の納付額は、確定申告及び年末
調整のときに、所得金額から控除さ
れます。
平成23年中に、ご自身や生計を一

にする配偶者その他の親族の方の国

民健康保険、後期高齢者医療制度、

国民年金（※）及び介護保険の保険料

を納付されると、その金額は所得税

や住民税の社会保険料控除として所

得金額から差し引くことができます

（口座振替の場合は振替口座の名義

人の方が、特別徴収の場合は徴収さ

れたご本人が納付されたことになり

ます）。納め忘れがないか、今一度

ご確認ください。 国民健康保険、
後期高齢者医療制度に関すること/
区保険年金課資格担当(☎592-

3105）、介護保険に関すること/区福
祉介護課介護保険担当（☎592-

3290）、※国民年金に関するお問合

せは、年金事務所まで。

保険料の負担の公平性を保つた

め、災害その他の特別の事情もなく

保険料を滞納している世帯に対して

は、有効期限を短縮した保険証の交

付、資格証明書（一旦医療費の全額

をお支払いいただきます）の交付、

財産の差押えを行います。保険料を

納付することが困難な事情がある場

合は、すぐに保険年金課までご相談

ください。 区保険年金課徴収推進

担当(☎592-3107)

■国民健康保険、後期高齢者医療制
度からのお知らせ
口座振替をご利用になりますと、

■山科図書館（☎581-0503）
※開館時間：10:00～19:30（土･日･

祝は～17:00）。休館日：火曜(祝日

の場合翌日)と第２･４水曜日。

おたのしみ会
12月24日（土）11:00～。

工作・絵本の読み聞かせ　

よんでよんで赤ちゃんの会
１月16日（月）11:00～。

テーマ図書の展示と貸出
１月　一般書　「ティーンズ」

　　　えほん　「いもとようこ」

絵の展示（幼児コーナー）
12・１月は洛東幼稚園児の作品。

■移動図書館「こじか号」巡回
（☎801-4196）
12月21日（水）　
10:00～10:40　 大塚小

11:00～11:40　 大宅小

12月26日（月）
10:00～10:50　 西野山分譲集会所前

11:10～11:40　 山階南小

13:00～13:40　 陵ヶ岡小

■地域子育て相談事業
ひよこ「楽しく親子整体」
１月11日（水）14:00～。 アヴェ・

マリア幼稚園（御陵中筋町3）。 １

歳６カ月～未就園児。 200円（おや

つあり）。 上靴（あれば）、活動で

きる服装。 アヴェ・マリア幼稚園

（☎592-6404）

■平成23年度文化芸術活性化パー
トナーシップ事業無料公演
「新春ファミリーコンサート～楽
しい名曲を集めて～」
「関西フルートオーケストラ」に

よる演奏会。フルートアンサンブル

の名曲から日本の唱歌まで、美しい

音色をお楽しみいただけます。

１月15日（日）14:00～16:00。

東部文化会館（椥 西浦1-8）。 550

ノロウイルスによる食中毒及び

感染症は、冬の時期に多く発生し

ます。食品の衛生的な取扱いや手

洗いをしっかり行いましょう。

ノロウイルスとは？
○食品や飲料水を介して感染しま

すが、患者の便や吐物に大量の

ウイルスが排泄されるため、人

から人への感染も起こります。

○主な症状は嘔吐、下痢、発熱

で、感染から１～２日で発症

し、通常２～３日で症状は治

りますが、便には治癒後1週間

以上排泄され続けます。

○非常に感染力が強く、10～100

個のごく少量のウイルスでも

感染を引き起こします。

○ノロウイルスによる食中毒及び

感染症は、冬（11月～３月）に

多発します。

原因となりやすい食品は？
○ウイルスに汚染された「ホタテ

やカキなどの二枚貝」を加熱

しないで食べた場合、原因食

品となります。

新年恒例の出初式が、山科中央

公園グラウンドで開催されます。

消防団員による分列行進訓練を

皆様に披露したあと、永年、消防

団に従事している団員や消防団の

活動において功績が認められた団

員に対して表彰が行われます。

地域の防火防災のリーダーとし

て、火災のない安心で安全なまち

　年末年始の間、市役所・区役所などの市の仕事

の多くは休ませていただきます。窓口・作業の日

程や休みを変更するところもありますので、ご利

用の際にはご注意ください。

年末は、金融機関を対象とする

強盗事件などの凶悪犯罪や交通事

故などの発生が増える傾向にあり

ます。警察では、特別警戒活動を

実施しています。

○金融機関を利用する時は、ひっ
たくりに注意しましょう！
・ 金融機関の周辺では、強盗や

ひったくり犯人が利用客を

狙っています。

○自転車盗が多発しています！
・ ダメ！路上駐輪（駐輪場にと

めましょう）　

・ 忘れず！ツーロック（忘れず

に鍵をかけましょう）　

・ 必ず！防犯登録（被害に遭っ

ても発見しやすくなります）

○振り込め詐欺に注意しましょう！
・ 警察官や銀行協会等を語る

“なりすまし詐欺”が多発し

ています。

・ 警察官や銀行協会の者が暗証

○ノロウイルスに感染している調

理従事者の手洗い不十分などに

より、手指から汚染された食品

が原因食品となります。

予防するには？
○徹底した手洗い！トイレの後はも

ちろん、調理の前、食事の前、

おむつ交換後、吐物処理後など

には、徹底した手洗いを行わな

ければなりません。なお、アルコー

ル消毒では効果がありません。

○食品は中心温度85℃で１分間以

上の加熱！（70℃で５分間以上）

ノロウイルスは、食品中では増

殖しませんが、鮮度に関係なく

食品にごく少量でも付着してい

れば感染を引き起こします。加

熱する食品は、十分に加熱しま

しょう。

○調理器具は熱湯で消毒！まな

板、包丁、ふきんなどの調理器

具は、洗浄後、熱湯で消毒しま

しょう。

●問合せ先／区衛生課（☎592-
3489）

づくりに取り組んでいきます。

番号を聞くことはありません。

・ 振り込みを求める電話やFAX

が届いたら、振り込む前にま

ず警察に相談しましょう。

○歩いているとき
　道路を横断するときは、特に後

半、左側から来る車に要注意！

○原付に乗っているとき
　原付は、相手から見落とされや

すい！速度や距離を誤って判断され

やすい！「相手は自分に気が付いて

いないかもしれない」ことを念頭に

○自転車に乗っているとき
　自転車は車の仲間です。自転車

のルールを守りましょう。長年使っ

ている自転車の点検・整備をしっ

かりと！

●問合せ先/山科警察署（☎575-
0110）

スポットニューススポットニューススポットニュース生 活 安 全

こんなときに起こる
高齢者の死亡事故!！

年末における犯罪防止

●問合せ先／山科消防署（☎592-9755）

11月７日、

区役所にお

いて、第1

回目の第２

期山科区基

本計画推進会議を開催しました。

座長に織田直文委員（京都橘大学

教授）、副座長に眞下治委員（山科

区自治連合会連絡協議会会長会代

表）が指名されました。その後、

議事に入り、「第2期山科区基本計

画」に基づく取組の推進方法や進

捗管理について、意見交換を行い

ました。

●問合せ先／区総務課企画広報担
当（☎592-3066）

平成23年度　第2期山科区
基本計画推進会議を開催!

住宅用火災警報器を
設置していますか？

年末防火運動
１２月１５日（木）～１２月３１日（土）

施設名 休みの期間

区役所（☎592-3050）

12月29日～１月３日（婚
姻・出産・死亡届等の受
付や感染症・食中毒の届
出等の緊急業務は受付）

証明書発行コーナー（市役所・地下
鉄四条駅・竹田駅・山科駅・北大路駅・
阪急桂駅・西院・向島）

12月29日～１月３日

市立病院 　
※救急外来除く（☎311-5311） 12月29日～１月３日

中央斎場（☎561-4251） １月１日・２日
深草墓園 
※参拝のみ可（☎641-3559） １月１日～３日

東部土木事務所（☎591-0013） 12月29日～１月３日
撤去自転車等保管所　 12月29日～１月３日
市営駐車場・市営自転車等駐車場 無休
山科消防署（☎592-9755）
防火、防災、救急に関する相談
消防の相談（☎231-5000）

平常どおり受付

上下水道局山科営業所
（☎592-3058　FAX501-1746）

12月29日～１月３日　ただ
し、修繕の申し込み、道路
上の水漏れ、下水道の取
付管の清掃についての連絡
は、電話またはFAXで受け
付けています。納入通知書
をお持ちの方は、金融機関
またはコンビニエンススト
アでお支払い願います

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

種　類 休みの期間
山科図書館（☎581-0503） 12月28日～１月４日
山科青少年活動センター（☎593-4911） 12月28日～１月４日
山科地域体育館（☎595-9705） 12月28日～１月４日
東部文化会館（☎502-1012） 12月28日～１月４日
アスニー山科（☎593-1515） 12月29日～１月３日
東温水プール（☎571-3100） 12月28日～１月７日

文化・観光・スポーツ施設 市バス 12月29日～１月４日は休日ダイヤで運行。12
月31日は初詣終夜バスを運行

地下鉄 12月30日～１月３日は土曜・休日ダイヤで運行。
12月31日は終夜運行

定期券発売所 12月31日～1月3日休み

忘れ物
無休。市バスは北大路案内所（☎493-0410）、
地下鉄は烏丸御池駅案内所（☎213-1650）。
当日分は市バス各営業所、地下鉄各駅へ

市バス・地下鉄

種　類 休みの期間
燃やすごみ 12月31日～１月４日

缶・びん・ペットボトル 12月31日～１月３日
（１月４日は木・金地域も収集）

プラスチック製容器包装 12月31日～１月３日
（１月４日は月・火地域も収集）

小型金属類・スプレー缶 12月29日～１月３日

持込ごみ（有料）（東部クリーンセ
ンター☎572-8411） 12月31日～１月３日

大型ごみ（☎で受付）（☎0120-100-
530、携帯からは☎0570-000-247）

12月29日～１月３日
（年内収集の受付は12月25
日まで）

犬・猫などの死体（☎で受付）（☎0120-
100-921、携帯からは☎0570-000-614） 12月31日～１月３日

ごみ ※詳細は12月中旬に配布する「お知らせビラ」またはＨＰでご確認を。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000016745.html

診療科目 場所・連絡先 診療時間

小児科・内科・
眼科・耳鼻いん
こう科

京都市急病診療所（中京
区西ノ京栂尾町（府医師
会館内）☎354-6021）

午前10時～午後５時、
午後６時～10時（小児
科は午前０時まで）

歯科

中央診療所（中京区西ノ
京栂尾町・府歯科医師
会口腔保健センター内☎
812-8493） 午前９時～午後４

時（受付時間）
南部診療所（伏見区今
町・府歯科医師会伏見
会館内☎622-3418）

急病診療所 １２月２９日～１月４日の診療時間は下記のとおりです。

名。 無料。 不要。 東部文化会

館(☎502-1012）

■山科青少年活動センター
（☎593-4911、FAX593-4916、
E-mail:yamashina＠ys-kyoto.org、
URL:http://www.ys-kyoto.org/
yamashina）
「やませいへイコ」参加者募集！
①「卓球大会」
１月14日（土）14:00～16:00。

当センター。 無料。 電話、FAX、

E-mail。

②「自習室」あります！
当センター開館時間中。 当セン

ター。 無料。 不要。

※いずれも、 市内在住または通学

している中学生～30歳の青少年。

「やませいギャラリー」出展者募集！
当センターのロビーギャラリーで

写真や絵などの作品を展示しません

か。パネル5枚（幅：1.2ｍ×高さ：

1.8ｍ）分程度の展示スペースがあり

ます。 １月５日（木）～１月17日

（火）(搬入日・搬出日含む) 。 当

センターロビーギャラリー。 青少

年（中学生～30歳）・青少年育成団体

は無料、それ以外の方は5000円。

電話、FAX、E-mail。

■山科区社会福祉協議会
（☎593-1294、FAX594-0294、
E-mail:fukusi08＠mediawars.ne.jp）
あそびの広場　ボランティア大募集
あそびの広場で、障がいのある子

どもたちと一緒に遊んでくれるボラ

ンティアの方を募集しています。１

日だけでもOK!です。ぜひ一度お尋

ねください。

①おもちつき　自由遊び
12月27日（火）9：30～16：00。

②人形劇　こま回し　お正月遊び
１月５日（木）9：30～16：00。※い

ずれも 京都市立東総合支援学校。

・ 詳細は電話、FAX、E-mail。

■献血会
献血にご協力ください。
１月16日（月）10:00～11:30と

12:30～16:00。 グルメシティヒカ

リ屋駐車場。 区健康づくり推進課

管理担当(☎592-3474)

私たちの生活と切っても切り離

せないごみ。暮らしに身近なごみ

問題を見つめ直し、ごみ出しマ

ナーやごみ減量に取り組むきっか

けとして、ごみ処理施設の見学会

を開催します。

●日時／２月８日（水）午前９時～
午後０時30分

●集合／山科区役所前
●見学先／北部クリーンセンター、

北部資源リサイクルセンター

●参加費／無料
●対象／山科区在住の小学生以上
の方（小学生は保護者同伴に限る）

●定員／30名（先着順）
●申込方法／京都いつでもコール
（☎661-3755）へ。12月15日（木）

から受付。

●問合せ先／山科エコまちステー
ション（☎366-0184）

山科消防団出初式
平成２４年１月１５日（日）
午前１０時～正午（雨天中止）

ノロウイルスによる食中毒・感染症にご注意！年末年始の市の業務案内
生活関連施設 （主要なものを掲載）

12月28日は、固定資産税第３
期分の納期限です。
納期限を過ぎますと、延滞金

がかかることがありますのでご

注意ください。

市税の納付には、便利で確実

な口座振替をご利用ください。

課税内容：土地家屋…区固定

資産税課（☎592-3164)　償却資

産…市資産税課（☎213-5214）　

納付相談：土地家屋…区納税課

（☎592-3310）　償却資産…市納

税推進課（☎213-5468）　口座振

替：市納税推進課（☎213-5466）

イベント・講座

申請・手続き

相　談

募　集

案　内

文字の
見方

費用
必要なもの
申込方法
問合せ先

日時
場所
対象
定員

イベント・講座

申請・手続き

相　談

募　集

案　内

イベント・講座

申請・手続き

相　談

募　集

案　内

イベント・講座

申請・手続き

相　談

募　集

案　内

イベント・講座

申告・手続き

相　談

募　集

案　内

ごみの行方を探検しよう!
山科区民ごみ減量エコバスツアーの参加者を募集


