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この冬も感染性胃腸炎（ノロウイルス）に要注意！

高齢者医療制度/区保険年金課資格

担当（☎592-3105）、介護保険/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。

○国民健康保険、後期高齢者医療制
度の保険料の納付は口座振替が便利
です
　口座振替をご利用になりますと、

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
　承認期限が平成26年３月31日の

方で、引き続き給付を希望される場

合は、区保健センターまで、申請して

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■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

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

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26,080円

２　障害児福祉手当（ 20歳未満の在

宅および入院中の方）月額14,180円

３　外国籍市民重度障害者特別給付

金（給付要件を満たす市内在住の外

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）

■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
　平成25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

民年金およ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

ください（平成26年２月５日まで）。

申請の際は、必要書類（申請書類お

よび税証明書類など）をお持ちくだ

さい。 区保健センター 母子・精神

保健担当（☎592-3479）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■無料法律相談
毎週水曜日（閉庁日を除く）13:15

～15:45（受付終了15:15）。 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

推進担当（☎592-3088）

■無料行政相談
１月９日（木）13:30～16:00。 区

第２会議室。 区まちづくり推進担

当（☎592-3088）

■行政書士による市民困りごと無料
相談
１月21日（火）14:00～16:00。 区

第２会議室。 京都府行政書士会第

６支部事務局（☎583-3230）

■高齢者の介護や子育て等でお困り
の方へ
　各地域で活躍する民生委員・児童

委員および主任児童委員は身近な福

祉の相談相手です。相談内容の秘密

は固く守られますので、気軽にご相

談ください。 区福祉介護課（☎592-

3214）

　１月６日（月）は、固定資産税・都
市計画税第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）

　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。

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

文化・観光・スポーツ施設

市バス 12月29日～１月５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28日～１月５日は土曜・休日ダイヤ
で運行。12月31日は終夜運行

市バス・地下鉄各案内所（交通局（地下鉄太秦天神川駅地上 SANSA右
京１階）・コトチカ京都（地下鉄京都駅）・京都駅前・北大路・烏丸御池駅）無休

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

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
京東栂尾町（府医師会館１階）☎
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）※耳鼻科の診療は、1月11日
（土）以降土曜休止。日・祝は、
午前10時～午後５時まで。

歯科

中央診療所（中京区西ノ京東栂
尾町（府歯科医師会口腔保健セン
ター１階）☎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１階）☎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。 ※保険証などをお忘れなく。

年末年始の市の業務案内

この調査は、製造業を営む事業所

を対象として、平成25年12月31日現

在の、わが国の工業の実態を明らか

にするために行うもので、その結果

は国や地方自治体の産業振興計画

などの基礎資料とするほか、一般の

企業や研究機関でも広く利用され

●問合せ先／区保健センター衛生課（☎592-3489）

ます。

12月中旬から平成26年１月にか

けて調査員がお伺いしますので、調

査票へのご記入をお願いします。

●問合せ先／区統計担当（☎592-
3066）、市情報化推進室情報統計担

当（☎222-3216）

工業統計調査を実施します

区民ギャラリー展示作品の募集
ふれあい“やましな”2014区民ふれあい文化祭

●開催日時／平成26年２月23日（日）午前10時～午後５時
●場所／東部文化会館 創造活動室（椥辻西浦町）
●募集作品／
・ 絵画：「日本画」、「洋画」、「水彩画」、「版画」

　30号（91cm×62.5cm）以内。額装のこと。

・書道：「軸物」、「額装」、「色紙」、「短冊」半切以内。

・ 写真：モノクロ、カラーは不問。ワイド四つ切り以内。パネル仕上げまた

は額装のこと。人物等被写体の公開について、要事前承諾。

・リサイクルアート：不用品を使った実用性のある作品。

立体型：50cm×50cm×50cm以内。平面型：一辺が１ｍ以内。

●募集点数／各部門とも先着30点。一人１点、未発表のものに限る（リサイ
クルアートについてはグループ出展可。ただし１グループ１点）。

●応募資格／区内に在住または通勤通学されている方（プロは除く）
●申込期間／平成25年12月16日（月）～27日（金）（区まちづくり推進担当で申込用紙を配布）
●作品搬入／平成26年１月16日（木）、17日（金）午前８時30分～午後５時　
●表彰／審査会において、各部門の優秀作品を決定し、賞状および記念品を
贈呈（リサイクルアートのグループ出展は賞状のみの贈呈）

●表彰内容／（各部門共通）ふれあいやましな賞１点、準ふれあいやましな賞
２点、優秀賞３点程度

●表彰式／平成26年２月23日（日）午前10時30分ごろ～東部文化会館ホール
●その他／「ふれあいやましな賞」の作品については、区民ギャラリー終了後、
３月中旬ごろまで区役所に展示します。

●問合せ先／区まちづくり推進担当（☎592-3088）

皆様のご応募
お待ちして
います。

感染性胃腸炎は、細菌やウイルス等の感染性病原体によるおう吐、下痢を

主症状とした感染症の総称です。

特にノロウイルスは秋から冬にかけて流行し、激しいおう吐と下痢を引き

起こします。

ノロウイルスの特徴
１「食品から人」だけでなく「人から人」に感染
２ 非常に強い感染力　少量のウイルスでも感染します。
３ 症状が消えた後も2週間程度、便からウイルスが排出される

予防のポイント
☆ 食品対策：２枚貝の生食を避け、食品の中心部まで85度で１分以上加熱しましょう。
☆ 手洗い：特に調理前後、トイレやおむつ交換時、せっけんを泡立て流水で30
秒以上洗いましょう。

☆ 衛生管理：調理器具やふきんは洗浄後、熱湯または0.02％塩素系漂白剤（※１）で消毒。
☆ 汚物処理：十分な換気のもとでマスクと手袋を着用し、おう吐物をペーパー
タオル等で拭きとり、ビニール袋に入れます。おう吐物やふん便等が付いた

床は再度、0.1％塩素系漂白剤（※２）で消毒しましょう。

※１か２を用途に合わせてご使用ください。

消毒液の作り方（500mlのペットボトルとキャップで簡単に作れます）

ノロウイルスに感染しないために以下のことに気をつけましょう。

●問合せ先／区保健センター 成人保健・医療担当（☎592-3477）

※１ 0.02％塩素系漂白剤の場合（調理器具やドアノブ・手すりなど）
次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤（約５％）を250倍希釈

ペットボトルのキャップに半分足らず位の原液（２ml）+水500ml

※2 0.1％塩素系漂白剤の場合（おう吐物やふん便がついた床・衣類など）
次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤（約５％）を50倍希釈

ペットボトルのキャップ２杯の原液（10ml）+水500ml

　「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬は、生涯１回の登録と毎年１回の

狂犬病予防注射を受けなければなりません。

　まだお済みでなければ、動物病院で予防注射を受け、保健センターで手続き

を行ってください。交付された登録鑑札と注射済票は、首輪につけましょう。

　なお、（公社）京都市獣医師会会員の動物病院では、登録鑑札と注射済票の交

付をあわせて行っています。

＊犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？

　登録を済ませた飼い犬の登録事項（所有者の住所、氏名、犬の所在地等）に変

更が生じたときは、必ず保健センターまで届け出てください。

　また、京都市外から京都市内へ所在地を変更した登録済みの犬につきまし

ては、現在お持ちの他自治体の鑑札を本市の鑑札に交換いたしますので、保健

センターまで届け出てください。

＊犬の登録事項の変更について

オートバイ盗被害が激増しています。

■９月末におけるオートバイ盗被害件数（暫定値）

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
オートバイ盗被害多発!!

●問合せ先/
山科警察署（☎575-0110）

■９月末における
　オートバイ被害状況の内訳
※本年はキーあり（エンジンキーの
抜き忘れ）での被害が昨年に比べ大
幅に増加しています。

◆ オートバイから離れる時は、

短い時間でも必ずエンジン

キーを抜きましょう。

◆ 鍵穴を壊して盗むケースも多

いので、Ｕ字ロック等も利用

し、二重にロックしましょう。

施設名 休みの期間
区役所（保健センター・福祉事務所）
（☎592-3050） 12月28日～１月５日
証明書発行コーナー
市役所・西院・向島証明書発行コーナー 12月28日～１月５日
地下鉄四条駅・竹田駅・山科駅・北大路駅・阪急
桂駅証明書発行コーナー 12月29日～１月３日

市立病院※救急外来除く （☎311-5311） 12月28日～１月５日　
京都市ＤＶ相談支援センター（緊急ホットライン☎874-7051） 12月29日～１月３日
家庭動物相談所（☎671-0336） 12月28日～１月５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28日～１月５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28日～１月５日　
ただし、漏水等の修繕の申込み、
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） 12月29日～１月３日

生活関連施設（主要なものを掲載）

24年９月末 25年９月末

種　類 休みの期間
大型ごみ（☎で受付）（☎0120-100-530、
携帯からは☎0570-000-247） 12月30日～１月３日（年内収集の受付は12月23日まで）

持込ごみ（有料）
（南部クリーンセンター☎611-5362、
東北部クリーンセンター☎741-1003）

12月31日～１月５日

犬・猫などの死体（☎で受付）（☎0120-
100-921、携帯からは☎0570-000-614） １月１日～１月３日
臨時し尿収集 １月１日～１月５日（年内収集の申込受付は12月24日まで）

☆定期収集 12/31（火）までは通常どおり収集　○…収集あり、×…収集なし
1/1（水）～5（日） 1/6（月） 1/7（火） 1/8（水） 1/9（木）

燃やすごみ

×

○
※月・木区域

○
※火・金区域 × ○

※月・木区域
缶・びん・
ペットボトル

× ×

○
※水曜区域

○
※木曜区域

プラスチック
製容器包装

○
※水曜区域

○
※木曜区域

小型金属類 ○
※第１水曜および第２水曜区域 ×

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■山科図書館（☎581-0503）
○おたのしみ会
12月21日（土）11：00～。

パネルシアター他

○よんでよんで赤ちゃんの会
１月６日（月）11：00～

赤ちゃん絵本の読み聞かせ

○講演会〈山科を知ろう　第２弾〉
「大石順教尼の生涯」　

講師:大石晶教（雅美）氏

１月９日（木）17:00～　

○テーマ図書の展示と貸出
１月　一般書　「食」

えほん　「干支（うま）」

○絵の展示（幼児コーナー）
12・１月はいずみ幼稚園児の作品。

■移動図書館「こじか号」巡回
（☎801-4196）
12月25日（水）　
10:00～10:40　 大塚小

11:00～11:40　 大宅小

■山科中央老人福祉センター
（☎501-0242、FAX501-0340）
①元気もりもり講座「健康リズム体操」

平成26年1月30日（木）14:00～

15:30。 50名。 上靴、飲み物、タオ

ル。 来所またはFAX。申込期間＝

平成26年１月４日（土）～18日（土）。

市内在住の60歳以上。

②悠遊講座「新春琴のしらべ」（東部
文化会館アウトリーチ事業）
平成26年１月31日（金）14:00～

15:30。 不要。 ①、②とも当セン

ター。

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■山科青少年活動センター
（☎593-4911、FAX593-4916）
①受験シーズン！自習室開放中
　自習室を開放しています。冬休み

の追い込みにどうぞ！ 開館時間

（10:00～21:00）中。

②サポーターカフェを開きます！
　地域で若者を見守る大人たち「地

域若者サポーター」による活動です。

カフェでほっこりしていってくださ

い。 平成26年１月18日（土）15:00

～17:00。※①、②とも 市内在住ま

たは通学している中学生～30歳の

青少年。 当センター。 無料。


