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献血にご協力を
日　時 場　所

1 /27（火）

9 時30分～
12時30分　 日野小学校13時30分～
16時　　　

2 / 4（水）10時～12時 向島小学校
14時～16時 向島南小学校

問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）
伏見医師会市民公開講座開催

　“トイレが近くて困っていませんか？”
日時1月24日（土）14時～16時

（受付：13時～）
場所呉竹文化センター
特別講演① 50歳からの男性の健康を考え
る～前立腺の病気～
講師三品睦輝先生（京都医療センター・
泌尿器科医長）
特別講演② 女性の尿失禁～もれているの
はあなただけではありません～
講師佐藤暢先生（桃仁会病院・泌尿器科
部長）
定員600名（先着順）
費用無料
問合せ伏見医師会（☎641-3675） 1 月23
日（金）まで

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「向島中学校児童作品展」
1月10日（土）～29日（木）、

「向島東中学校児童作品展」1月31日（土）
～ 2月19日（木）
特設コーナー「ベストセラー本」1月中、

「外国の本」2月中
絵本展示コーナー「冬」1月中、

「ベストセラー絵本」2月中
おたのしみ会 2 月 7日(土)11時
赤ちゃん絵本の読み聞かせの会
2 月20日（金）11時
◆醍醐図書館　☎572-0700
テーマ図書「防災を考える」1月中、

「雪」2月中
おたのしみ会１月24日(土)10時30分
赤ちゃん絵本の会 2 月 6日(金)10時30分
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「はじめての○○」1月中、

「大人におすすめの絵本」2月中
おたのしみ会 1月24日（土）15時
赤ちゃん絵本の会 2 月13日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196

日　時 場　所

1/16
（金）

10時～10時40分 ローソン淀際
目町店駐車場

11時～11時50分 明親小学校
1/22
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

2 、 3 月は「滞納整理強化期間」です
　市では、納税の公平性と市税収入を確
保するため、滞納市税の徴収強化に努め
ています。期間中、夜間・休日の納税催
告等を実施し、納付に進展がない滞納者
には、法令の規定に基づき、徹底した財
産調査（預貯金、給与、生命保険、不動産、
動産等）や差押えを強力に実施します。
特別な事情で納付が困難な場合は、納税
相談を受け付けておりますので、早急に
納税課までお越し下さい。
問合せ納税課
(◯伏☎611-1737◯深☎642-3427◯醍☎571-6318)

介護保険適用除外施設に入退所時
には、14日以内に届出を

　国保等の医療保険に加入している40歳
から64歳までの方は、介護保険第 2号被
保険者となり、介護保険第 2 号被保険者
がおられる世帯の国民健康保険料は、医
療分、後期高齢者支援分保険料に介護分
保険料を加えた金額となります。
　しかし、介護保険適用除外施設に入所
中の方は、介護保険の被保険者となりま
せんので、介護分保険料がかかりません。
　国保に加入中の40歳から64歳までの方
が介護保険適用除外施設に入退所された
場合には、14日以内に必ず保険年金課へ
お届けください。
問合せ保険年金課資格担当

（◯伏☎611-1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）

市深草・醍醐地域介護予防推進センターの催し
わくわく筋力アップ教室
　自宅で簡単に出来るストレッチや筋力
トレーニングを行います。
　初めての方もお気軽にご参加下さい。
日時・場所 ①深草会場：まちかどスポッ
ト・中部（深草西浦町 5丁目15）、
1月16日～ 3月27日（全11回金曜日）
Aグループ：13時30分～14時30分
Bグループ：14時45分～15時45分
②醍醐会場：老人保健施設『白寿』
（石田森南町 9番地）、
1月19日～ 3月30日（全11回月曜日）
Aグループ： 9時30分～10時30分
Bグループ：10時45分～11時45分
【①②共通】
定員各会場AB各10名（申込先着順）
費用無料　
持ち物タオル･水分･会場①は上靴
対象介護保険サー
ビスを利用されて
いない65歳以上の
方で、医師から運
動制限をされてい
ない方
申込み・問合せ 電話又はFAXにて同セン
ターで受付中（☎641-2543 FAX642-5154）

お気軽にご相談ください
行政書士による市民無料相談

～奇数月の第₄木曜日に開設～
　相続遺言、公正証書、交通事故、医療・
福祉、内容証明、後見制度、在留許可等
日時 1 月22日（木）14時～16時
場所伏見区総合庁舎 4階第₅会議室
問合せ京都府行政書士会第 6 支部事務局
伏見分室（☎575-2808）
司法書士による登記・法律無料相談

～毎月の第 2木曜日に開設～
日時 2 月12日（木）
13時15分～15時45分（ 1人最大30分）
場所・定員 区役所 8 名、支所各 4 名（先
着順、予約可　※予約は問合せ先まで）
問合せ京都司法書士会（☎255-2566）

平成27年度 市･府民税の主な変更点
①住宅ローン控除の延長･拡充
　所得税の住宅ローン控除可能額のう
ち、所得税から控除しきれなかった額を、
個人市･府民税から控除する制度につい
て、適用期限が平成29年12月31日まで延
長されました｡ なお、平成26年 1 月から
平成29年12月までに居住を開始された方
の控除限度額は次のとおりとなります｡

居住年 控除限度額
平成26年
1 月～ 3月

所得税の課税総所得金額等× 5%
(最高97,500円)

平成26年 4 月～
平成29年12月　

所得税の課税総所得金額等× 7%
(最高136,500円)※

※消費税率が 8 %又は10%の場合であ
り、それ以外の場合の控除限度額は、所
得税の課税総所得金額等の 5 % (最高
97,500円)です｡
◎確定申告をされる場合、申告期限の 3
月16日(月)までに申告をされないと、市
･府民税の住宅借入金等特別税額控除が
適用されない可能性がありますのでご注
意ください｡
②上場株式等の配当所得及び譲渡所得等
に係る軽減税率の廃止
　上場株式等の配当･譲渡所得等に係る
税率は、特例措置により平成25年12月31
日までの支払い分に対し10% (所得税
7 %、住民税 3 % )の軽減税率が適用さ
れていましたが、平成26年 1 月 1 日以降
支払い分より、本則税率の20% (所得税
15%、住民税 5 % )が適用されます｡ ※
平成49年までは復興特別所得税(平成25
年0.147%、平成26年以降0.315% )が加
算されます｡
問合せ①②市税事務所

（◯伏◯深☎746-5834◯醍☎746-5837）
市・府民税申告の臨時窓口を設置します

区役所・支所臨時窓口開設期間
2 月 2 日（月）～ 3 月16日（月）（土・日・祝は除く）

●市・府民税の申告をされる方へ
　市・府民税の申告は、市税事務所及び
期間中については区役所・支所の臨時窓
口で受け付けます。
対象 平成27年 1 月 1 日現在、市内在住で、
26年中の所得金額が市・府民税の基礎控
除額、配偶者控除額、扶養控除額の合計
額を超える方。ただし、26年分の所得税
の確定申告をした方や、26年中の所得が
給与だけで、勤務先から給与支払報告書
が提出されている方は、通常、申告は不
要です。なお前年に申告された方には、
1月下旬に申告書の用紙を送付します。
●所得税及び復興特別所得税の確定申告
は税務署へ
対象 ①事業所得や不動産所得等から算出
される所得税額がある方②給与所得金額
以外の金額が20万円を超える方や、給与
収入が2,000万円を超える方等
※所得税及び復興特別所得税が戻る場合
があります。
　給与所得者や公的年金等受給者で①給
与支払者や公的年金等支払者へ届け出を
されている以外に、社会保険料、生命保
険料等の所得控除がある方②多額の医療
費を支払った方③住宅ローンの融資を受
けて住宅を取得した方は、税務署へ所得
税及び復興特別所得税の確定申告書を提
出すると、源泉徴収された税金が還付さ
れることがあります。なお、給与所得者
の還付申告や公的年金収入のみの簡易な
確定申告書については、市税事務所及び
区役所・支所等の臨時窓口でも受け付け
ます。
●市・府民税、所得税及び復興特別所得
税の申告期間は、 2月16日（月）～ 3月16
日（月）（土・日は除く）です。
問合せ市税事務所

（◯伏◯深☎746-5834◯醍☎746-5837）
サラリーマンや年金受給者のための
還付申告会場のお知らせ

　確定申告期間前に年金受給者、給与所
得者の医療費控除、住宅借入金等特別控
除及び中途退職に係る還付申告会場を開
設します。日時・場所① 2 月 4 日（水）～
6日（金）伏見区総合庁舎 4階会議室② 2
月10日（火）・12日（木）・13日（金）醍醐総
合庁舎 3階会議室※いずれも 9 時30分～
12時、13時～16時（受付15時まで）。混雑
の状況により早めに受付を終了させてい
ただく場合があります。
問合せ伏見税務署（☎641-5111）市税事務
所（◯伏☎746-5834◯醍☎746-5837）

税理士による確定申告相談会場のお知らせ
日時・場所① 2月16日（月）・17日（火）醍
醐総合庁舎 3階会議室② 2月19日（木）・
20日（金）淀連合自治会淀会館 2階ホール
※いずれも 9時30分～12時、13時～16時

（受付15時まで）
問合せ伏見税務署（☎641-5111）

【平成26年12月₁日現在の推計】人口　281,159人（男　134,554人　女　146,605人）　世帯数　127,170世帯
【平成26年11月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 149人　死亡 218人　転入 700人　転出 714人

火災 ₂件（前年同月差 －₂件）　救急出動 1,305件（前年同月差 ＋₇件）
交通事故（速報値集計数）発生 67件　死者 ₁人　負傷者 75人

放火と疑われる火災が発生しています。放火防止対策の徹底を！

11月中
の件数数字でみる

伏見区

お知らせ 伏見区役所  〒612-8511 鷹匠町39番地の２☎611-1101（代）
神川出張所☎921-0028　淀出張所☎631-2040

深草支所  〒612-0861  深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）
醍醐支所  〒601-1366  醍醐大構町28   ☎571-0003（代）

記号の見方
＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所

京都いつでもコール8時〜21時。年中無休。  ☎661-3755   FAX661-5855   （パソコン）http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html    （携帯電話）http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

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）日商社（☎ 211-3571）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


