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献血にご協力を
日　時 場　所

5 月11日
（月）

10時～12時　　 伏見稲荷　
大社参集殿13時～15時30分

問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）
胸部（結核・肺がん）・大腸がん検診

日　時 場　所

5 月
12日（火） 久我の杜小学校
15日（金） 二の丸北小学校
18日（月） 羽束師小学校　

※車でのご来場はお断りします。
受付14時～15時30分
対象結核検診：15歳以上、肺がん・大腸
がん検診：40歳以上
費用胸部検診は無料、喀痰検査は1,000円、
大腸がん検診は300円
問合せ 健康づくり推進課成人保健・医療
担当（◯伏☎611-1162）

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「さつき幼稚園児童作品展」
5 月 2 日（土）～14日（木）、「向島小学校
児童作品展」 5 月16日（土）～28日（木）
特設コーナー「子どもの読書おすすめ本」
4 月中、「憲法月間」「暮らしに役立つ本」
5 月中
絵本展示コーナー

「春」 4 月中、「のりもの」 5 月中
おたのしみ会 5 月 9 日（土）11時
赤ちゃん絵本の会 5 月15日（金）11時
◆醍醐図書館　☎572-0700
テーマ図書「花─フェスティバル─」 4
月中、「─動物愛護週間─動物大好き」「憲
法月間関連図書」 5 月中
おたのしみ会 4 月25日（土）10時30分
赤ちゃん絵本の会
5 月 8 日（金）10時30分
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「春の京都」 4 月中、「自転車
に乗って」 5 月中
憲法月間関連図書コーナー 5 月中
おたのしみ会 4 月25日（土）15時
赤ちゃん絵本の会 5 月 8 日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196

日　時 場　所

4
月

16日
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

17日
（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
コミュニティプラザ深草図書館
お楽しみ会

日時 4 月18日（土）14時～15時
場所同図書館
内容大型紙芝居、大型絵本、工作等
対象深草中及び藤森中学区在住の方
費用無料 
申込み不要
問合せ同図書館（☎645-3383）

高等職業訓練促進給付金等事業に
ついて

　ひとり親家庭の親の就業に向けた能力
開発のために実施している本事業につい
て、従来の資格に加えて、平成27年度か
ら視能訓練士、言語聴覚士の 2 資格が新
たな対象資格になりました。
問合せ支援課（◯伏☎611-2391◯醍 ☎571-6392）
支援保護課（◯深☎642-3564）
深草南部地域包括支援センター

受託法人変更のお知らせ
　平成27年 4 月から深草南部地域包括支
援センターの運営法人が､ 社会福祉法人
フジの会から社会福祉法人京都老人福祉
協会に変更されました。担当学区（藤ノ森・
藤城）は従来どおりです。
所在地 深草大亀谷東古御香町59番地60番
地合地
問合せ同センター（☎641-9301)
市深草・醍醐地域介護予防推進センターの催し

にこにこ栄養教室
　バランスの良い食事の取り方、骨粗鬆
症や高血圧予防の講話と簡単な調理実習
と茶話会を行います。
場所①深草会場：深草総合庁舎 4 階会議室
日時 5 月15日、 6 月19日、 7 月17日、 8
月21日、 9 月18日、10月16日（全 6 回、金
曜日）
Aグループ： 9 時30分～10時45分
Bグループ：11時～12時15分
費用 300円（試食材料費）
場所②醍醐会場：醍醐老人福祉センター
会議室
日時 5 月25日、 6 月22日、 7 月27日、 8
月24日、 9 月28日、10月26日（全 6 回、月
曜日）
Aグループ： 9 時30分～10時45分
Bグループ：11時～12時15分
費用 800円（調理実習材料費）

【①②共通】
定員 各グループ 8 名程度
対象 両会場とも介護保険サービスを利用
されていない65歳以上の方
問合せ・申込みいずれも 4 月16日（木）か
ら同センターへ電話で（☎641-2543）
児童館・学童保育所まつり

　子どもたちの健やかな成長を願って、
「児童館・学童保育所まつり」を開催しま
す。皆様のご来場をお待ちしております。
日時・場所 5 月16日(土）
①砂川小学校：10時30分～15時
②春日野小学校：10時～15時
※①②共に雨天時は午前中のみ実施
内容 ①伏見こどもまつり：石見神楽「ヤ
マタノオロチ」鑑賞、「ガリバーの世界」
を元に遊びコーナー
②地域の小・中学校等からの出し物と、
醍醐・山科の19の児童館での遊びコー
ナー
費用 入場無料
問合せ市児童家庭課（☎251-2380）
市児童館学童連盟（☎256-0280）

無料相談
お気軽にご相談ください。
法律相談：弁護士による無料相談
日時 4 月15日、22日、 5 月13日（いずれ
も水曜日）13時15分～15時45分（ 1 人15
分程度）
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
定員区役所15名、支所 7 名（先着順）
整理券は区役所・支所にて当日 9 時（醍
醐支所 8 時30分）から配付。
行政相談：行政相談委員による無料相談
日時 4 月21日（火）13時30分～15時30分

（醍醐寺理性院は13時～14時30分）
場所伏見区役所・深草支所・醍醐寺理性院
問合せ地域力推進室まちづくり推進担当

（◯伏☎611-1144◯深☎642-3203◯醍 ☎571-6135）
司法書士による登記・法律相談会の開
催日が変わります。
　27年度から偶数月の第 2 木曜日開催
となりますので、ご注意ください。

固定資産税の住宅用地に関する
申告について

　住宅の敷地として利用されている土地
（住宅用地）は、固定資産税が軽減され
ています。この住宅用地を店舗や貸しガ
レージ等、住宅以外の用途の敷地に変更
された場合や、住宅以外の敷地から住宅
用地に変更された場合は、物件のある区
役所・支所の固定資産税担当へ必ず申告
してください。
問合せ固定資産税担当（※）

（◯伏☎611-1690◯深☎642-3410◯醍 ☎571-6410）
(※)＜固定資産税（土地・家屋）の窓
口の変更について＞
　 5 月 7 日（木）から固定資産税（土地・
家屋）の課税業務を市税事務所に集約
します。 5 月 7 日（木）以降の上記申告
の際は、同事務所の固定資産税担当へ。

（☎746-6436）

平成27年度の保険料の納付は口座振替を！
　各種保険料の納付は、口座振替をご利
用いただくと、納める手間が省け、納め
忘れの心配もなくとても便利です。
平成27年度の後期高齢者医療保険
料の額や納付方法

ア特別徴収（年金からの引落し）の方
4 ・ 6 ・ 8 月の特別徴収額は、今年 2 月と
同額です（仮徴収）。平成27年度の正式
な保険料額と10月以降に特別徴収する保
険料額については、 7 月にお知らせしま
す。（今年 4 月から新たに特別徴収され
る方には別途お知らせをお送りします。）
イ普通徴収（納付書による金融機関での納
付又は口座振替）の方 4 月～ 6 月の納付
はありません。平成27年度の保険料額と
納付額は 7 月にお知らせします。
問合せ保険年金課資格担当

（◯伏☎611-1864◯深☎642-3809◯醍 ☎571-6568）

保険料の納め忘れはありませんか
～国民健康保険料納付等の夜間相談会～
　保険料の負担の公平性を保つため、徴
収の取組強化として、夜間開庁日を設け
ております。お仕事等でお越しになれな
い方も、この機会にぜひご相談ください。
日時 4 月20日（月）、28日（火）：17時～19
時30分
場所区役所・支所保険年金課
問合せ保険年金課徴収推進担当

（◯伏☎611-1871◯深☎642-3813◯醍 ☎571-6568）
国民年金保険料免除・猶予制度に
ついて

　経済的な理由で保険料の納付が困難な
場合、申請すると保険料の全額又は一部
が免除される場合があります。
　また、前年所得が基準以下の学生の方
は、申請すると納付が猶予されます。
問合せ保険年金課保険給付・年金担当

（◯伏☎611-1875◯深☎642-3826◯醍 ☎571-6529）

平成27年度介護保険料通知書の
送付について

　介護保険第 1 号被保険者（65歳以上の
方）を対象に、平成27年度の介護保険料
の通知書を 4 月下旬までにお届けしま
す。
　今回お知らせする保険料は、26年度の
市民税情報をもとに仮計算した額で、確
定額の通知書は 7 月にお届けします。
　通知書に納付書が綴られている場合
は、毎月、納期限までに最寄りの金融機
関又は郵便局等で納付してください。
　また、毎月、納付書でお納めいただく
方には、便利な口座振替をお勧めします。
ご希望の方は、口座のある金融機関等に
お申し込みください。
問合せ福祉介護課介護保険担当

（◯伏☎611-2278◯深☎642-3603◯醍 ☎571-6471）
老人医療費支給制度について

　65歳から69歳までの健康保険の自己負
担を軽減する本制度について、自己負担
割合及び対象要件が下記のとおり一部変
更となります。
自己負担割合の変更平成27年 4 月診療分か
ら、国における70～74歳の自己負担割合
の引き上げに準じて、自己負担割合が 1
割から 2 割に変更となります。
受給対象の要件次の①又は②の世帯の方

（ただし、昭和25年 8 月 2 日以降にお生
まれの方は①の世帯に限る。）
①所得税が課税されていない世帯
②寝たきり、一人暮らし又は同居者が親
族のみで、全員が60歳以上、18歳未満又
は一定の障害者の世帯。
　制度の適用を受けるには、申請が必要
です。（※所得制限あり。申請月の初日
から適用になります。平成26年度に実施
していた70歳に到達された方を対象とす
る「臨時的な激変緩和措置」は、平成27
年 3 月末をもって終了しました。）
申込み・問合せ福祉介護課

（◯伏☎611-2207◯深☎642-3493◯醍 ☎571-6244）

【平成27年₃月₁日現在の推計】人口　280,546人（男　134,265人　女　146,281人）　世帯数　127,005世帯
【平成27年₂月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 147人　死亡 211人　転入 801人　転出 858人

火災 ₁件（前年同月差 －₅件）　救急出動 1,239件（前年同月差 －38件）
交通事故（速報値集計数）発生 69件　死者 ₀人　負傷者 83人

歩行者や自転車、原付バイクの高速道路への立入は重大事故につながります。ご注意ください。

₂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）ホープ（☎ 778-5074）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


