
数字でみる伏見区

記号の見方 ○伏＝伏見区役所 ○深＝深草支所 ○醍＝醍醐支所

京都いつでもコール
8時～21時／年中無休

京都いつでもコール 検索

☎ 661-3755
℻ 661-5855 

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

区役所・支所

相　談
お気軽にご相談ください 費用無料
行政書士による無料相談会
 日時 1月26日（木）14時～ 16時
 場所 伏見区総合庁舎4階第5会議室
 内容 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
 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・法律無料相談会
 日時 2月9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（当日先
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）

税

1. 市・府民税申告の臨時窓口の開設
　市・府民税、所得税及び復興特別所得
税申告期間は、2月16日（木）～ 3月15日
（水）（閉庁日を除く）です。これを受けて
市税事務所及び区役所・支所に、2月1日
（水）～ 3月15日（水）（閉庁日を除く）の期
間、臨時窓口を開設します。
 対象 市内在住（今年1月1日現在）で、28
年中の所得が市・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。
＜申告不要の方＞
・28年分の所得税の確定申告をした方
・28年中の所得が給与のみで、勤務先か
ら給与支払報告書が提出された方
★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も受付可能。

2. 所得税及び復興特別所得税の確
定申告
 場所 伏見税務署
 申告会場開設日 2月16日（木）
2月15日（水）以前は開設していませんの
で、ご注意ください。
 受付時間 9時～ 16時（混雑状況に応じ、
早めに締め切る場合あり）
 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給与所得以外
の所得が20万円を超える方や、給与収入
が2,000万円を超える方等
～所得税の確定申告には、e-Taxを！～

★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
の届出以外に社会保険料、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
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3. 確定申告相談会の開催
 費用無料・申込不要
日程 時間 場所

2月14日（火）
～

2月16日（木）
9時30分～
正午、13時
～ 16時（受
付は15時ま
で）

市醍醐交流会館ホ
ール（パセオ・ダイ
ゴロー西館2階）

2月16日（木）
・

2月17日（金）

淀連合自治会淀会
館2階ホール
【相談のみ】

※今年から醍醐地域の相談会場は、市醍
醐交流会館に変更になりました。

4. 申告にはマイナンバーが必要に！
　平成29年度市・府民税の申告及び平成
28年分確定申告から、マイナンバーの確
認できる書類と本人確認書類の提示が必
要となります。
【提出時の本人確認書類】（一例）
①マイナンバーカード
②（通知カード、マイナ
ンバーが記載された住
民票の写し）＋（運転免
許証、健康保険証等）
※申告書を郵送又は区役所・支所に提出
の場合も、上記確認書類の写しの添付が
必要。市や税務署から電話でマイナンバ
ーの聞き取りを行うことはありません。

5. 医療費控除の特例！スイッチ
OTC薬控除の創設!！
　セルフメディケーション（自主服薬）推
進のため、平成29年からスイッチOTC
薬※の購入費用が年間1.2万円を超えた際
には、所得から控除され（条件あり・現行
の医療費控除との併用不可）、平成30年
度以降の市・府民税に係るもの（確定申告
は平成29年分）から申告
できます。申告には、購
入時の領収書ほか、健康
診断等を受診したことを
明らかにする書類が必要
です。
※一般用医薬品（処方箋不要の医薬品）等
のうち、医療用から転用された医薬品。

 問合せ 1.4.5 市税事務所（伏◯深◯☎746-5834
醍◯☎746-5837）
2.3 伏見税務署（☎641-5111）

保険年金

介護保険適用除外施設への入退所
時は、14日以内に届出を！
　市国保に加入している40歳から64歳
までの方で、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、入所中は介護分保険料がか
かりません。該当施設の入退所の際は、
当課へ届出の提出をお忘れなく。
 問合せ 保険年金課資格担当(伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）
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保　健

献血にご協力を
日 時 会 場

1月24日
（火）

10時～ 11時30分 伏見区総合庁舎12時30分～ 16時
2月6日
（月）

10時～正午 二ノ丸北小学校
14時～ 16時 京都老人ホーム

※献血ルーム伏見大手筋（☎0120-731-
350）では、毎日実施（年末年始を除く）
 問合せ 健康づくり推進課（伏◯☎611-1161）
精神保健福祉相談
 費用無料・申込不要
　精神科嘱託医と精神保健福祉相談員に
よるこころの健康についての相談。
 会場・日時 伏見保健センター＝毎月第1～
4金曜日、深草・醍醐支所＝毎月第1～ 4
月曜日（受付：伏見保健センター・深草支
所は14時～ 15時30分、醍醐支所は14時
～ 15時）
 問合せ 健康づくり推進課・室（伏◯☎611-
1163 深◯☎642-3879 醍◯☎571-6748）

イベント・その他

国際交流カフェ 藤岡酒造のおか
みさんに習う粕汁づくり
 日時 2月4日（土）11時30分～ 13時30分
 場所 伏見青少年活動センター料理室
 対象 13歳～ 30歳の青少年又は外国にル
ーツを持つ方
 定員 15名（申込先着順）
 費用 300円
 申込み・問合せ 2月3日（金）正午までに電
話（☎611-4910）・メール（ fushimi@ys-
kyoto.org）又は来館にて同センターへ
日吉ヶ丘マンドリンアンサンブル
コンサート 入場無料・申込不要
 日時 1月21日（土）14時～ 16時（開場13時
30分）
 場所 東部文化会館ホール
 定員 550名
 問合せ 同会館（☎502-1012）
京都パルスプラザコンサート2017
 入場無料・申込不要
 日時 2月12日（日）13時～ 17時（開場：12
時30分）
 場所 京都府総合見本市会館（京都パルス
プラザ）3階稲盛ホール
 内容 区内の市立中学10校の吹
奏楽部による演奏と、龍谷大
学吹奏楽部によるゲスト演奏
 定員 550名
 問合せ 同実行委員会（☎611-0011）
ボランティア養成講座  費用無料
 日時 2月7日、21日、3月7日（全3回、火
曜日）14時～ 15時30分
 場所 まちかど相談スポット・中部（深草西
浦町5丁目15番地）
 定員 10名程度（申込先着順）
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 申込み・問合せ 深草・醍醐地域介護予防推
進センター（☎641-2543）
ボランティア体験講座  費用無料
①音訳ボランティア②手話ボランティア
 日時 ①2月15日（水）②2月21日（火）どち
らも13時30分～ 15時30分
 場所 社会福祉総合センター第1会議室
（紙子屋町544）
 定員 10名（申込先着順）
 申込み・問合せ 区社会福祉協議会（☎603-
1287）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「向島中学校生徒作品
展」1月7日（土）～ 1月26日（木）、「向
島東中学校」1月28日（土）～ 2月16日
（木）
◆テーマ図書 「ふんわ
り、ゆったり、いっしょ
がいいね」「冬」1月中、
「外国の本」「人気の絵本」
2月中
◆おたのしみ会 2月4日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 2月10日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
1月30日（月）～ 2月1日（水）
図書特別整理につき臨時休館

◆テーマ図書 「防災－備えてますか
－」1月中、「冬・雪の本」2月中
◆おたのしみ会 1月28日（土）10時30
分

久我のもり図書館 ☎934-2306
2月13日（月）～ 2月16日（木）
図書特別整理につき臨時休館

◆テーマ図書 「冒険・探検」「和のここ
ろ」1月中、「王室」「お菓子を作ろう」2
月中
◆おたのしみ会 1月28日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 2月10日（金）11
時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

2
月

16日
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～正午 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
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市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２５３号　　平成２９年１月１５日　（４）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。

■出生 176人 ■死亡 260人
▪転入 741人 ▪転出 736人

11月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差＋3件）▪救急出動 1,287件（前年同月差＋18件）▪交通事故 発生82件 死者0人 負傷者85人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 280,056人

（男：134,153人 女：145,903人）▪世帯数 127,161世帯

※平成28年11月中

※平成28年12月1日現在


