
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）  ℻611-4716
■深 草 支 所 〒612-0861 深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）  ℻643-7719
■醍 醐 支 所 〒601-1366 醍醐大構町28 ☎571-0003（代）  ℻573-1505
■神川出張所 ☎921-0028  ℻921-2829　
■淀 出 張 所 ☎631-2040  ℻631-4049

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 5月25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（☎632-5075）
司法書士による登記・法律無料相談会
 日時 6月8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、各支所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

平成29年度分の市・府民税の証明
　平成29年度分市・府民税の課税証明書、
所得証明書及び納税証明書は6月1日
（木）から交付します。
　なお、どの種類の証明書が必要か、提
出先等に十分にご確認ください。また、
請求の際には、本人確認書類（運転免許
証，パスポート等）をご持参ください。
 問合せ 市民窓口課（伏◯☎611-1410 深◯☎
642-3329 醍◯☎571-6336）

保険年金

保険料の納め忘れはありませんか
　保険料負担の公平性を保つため、保険
料を滞納されている世帯には、延滞金を
お納めいただきます。また、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、財産等を調査し、給与、預貯金、
不動産、生命保険、年金等を差し押さえ
ることがあります。保険料の滞納がある
場合は至急納付してください。
 問合せ 保険年金課徴収推進担当（伏◯☎
611-1871 深◯☎642-3813 醍◯☎571-6568）

福　祉

市戦没者追悼式
 日時 7月6日（木）14時～ 15時
（受付13時15分～）
 会場 ロームシアター京都サウスホール
（左京区岡崎最勝寺町）
 対象 戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉
妹、孫、その他三親等内親族及びその配
偶者。その他親族等で特に希望する方。
 申込み・問合せ 5月24日（水）～6月6日（火）
（土日を除く）にお住まいの地域の区役所
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・支所生活福祉課（伏◯☎611-2269 深◯☎642-
3493 醍◯☎571-6199）へ

保　健

献血にご協力を
日 時 場 所

6月15日（木） 14時～ 16時 大島病院
※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 伏見保健福祉センター健康長寿推
進課（伏◯☎611-1162）

胸部（結核・肺がん）、大腸がん検診
実 施 日 会　　場

5月
23日（火） 桃山小学校
29日（月） 桃山南小学校
30日（火） 竹田小学校

6月 8日（木） 醍醐小学校
※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：無料、喀痰検査：1,000円

大腸がん検診：300円
 問合せ 伏見保健福祉センター健康長寿推
進課（伏◯☎611-1162）、醍醐保健福祉セン
ター健康長寿推進課（醍◯☎571-6747）

家族懇談会 費用無料
 日時 ①7月27日（木）②9月21日（木）

いずれも14時～ 15時30分
 場所 伏見区総合庁舎2階講堂
 内容 ①～病気の知識と付き合い方～
講師：広兼医院　廣兼元太医院長
②～家族自身の暮らしを大切に。本人へ
のより良い接し方～講師：京都ノートル
ダム女子大学生活福祉文化学部 佐藤 純
准教授
 対象 伏見区内（深草･醍醐除く）にお住ま
いのこころの病をお持ちの方のご家族で
2回とも参加できる方
 定員 30名（申込先着順）
 申込み・問合せ 6月1日（木）から
伏見保健福祉センター障害保健福祉課
（伏◯☎611-2392）

イベント・その他

STEP（中学生学習支援）ボランティア
スタッフ新メンバー募集  費用無料
 日時 毎週木曜日18時～ 20時30分
 場所 伏見青少年活動センター
 内容 中学生に寄り添い、マンツーマンで
勉強を教えます。
 対象 市内在住・在学・在勤の18歳～ 30歳
 申込み・問合せ 電話（☎611-4910）・メール
（ fushimi@ys-kyoto.org）又は直接来
館にて同センターへ
「第13回コーラスフェスティバル
in山科・醍醐」の出演団体募集
 日時 10月29日（日）13時～ 17時
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 場所 東部文化会館ホール
 対象 17団体程度
 費用 1名につき1千円（高校生以下無料）
 申込み・問合せ 5月15日（月）から同会館で
配布の出演申込書に必要事項を記入のう
え、5月31日（水）までに同会館（☎502-
1012）へ。（申込多数抽選）※火曜日休館

ちょっと素敵な朝からクラシック
 時間 6月26日（月）10時30分～ 11時30分
 場所 呉竹文化センターホール
 内容 市交響楽団メンバー「京都しんふぉ
にえった」によるコンサート
 定員 600名
 費用 前売券900円、当日券1,000円
（前売券残の場合につき当日販売）
 申込み・問合せ 同センター（☎603-2463）

日本の木でおもちゃを作ろう！
 時間 5月27日（土）①10時～正午②13時
30分～ 15時30分
 場所 京

みやこ

エコロジーセンター
 内容 おもちゃ作家さん（Ｍtoysアトリエ
松島洋一氏）と一
緒に、木製おも
ちゃ（①マウスボカ
ン②メリーゴーラ
ンド）を作ります。
 対象 小学生（3年生以下要保護者同伴、兄
弟姉妹の場合は5歳以上であれば参加可）
 定員 各回15名（申込先着順）
 費用 ①800円②1,000円
 申込み・問合せ 5月15日（月）から26日（金）
までに電話（☎641-0911)、FAX（641-0912）
又は来館にて同センターへ

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収
　有害・危険ごみ（石油類や薬品
等）や、資源物（紙パック等）を、
以下のとおり回収します。回収
品目等の詳細は、問合せ先に設
置のチラシ又は市ホームページをご覧く
ださい。
 日時・場所 6月17日（土）①明親小学校9時
30分～ 11時30分②久我東第三公園13時
30分～ 15時30分
 問合せ 伏見まち美化事務所（☎601-7161）、
エコまちステーション（伏◯☎366-0196）

私道の舗装新設・補修工事を助成
　私道の舗装新設・補修工事の際に、標
準工事費の75％を助成します（舗装工事
に伴う排水施設＝L型街渠の新設・補修
を含む）。助成の要件等、詳しくは土木
事務所・区役所・支所で配布される手引き
をご覧ください。
 申請期間 5月15日（月）～平成30年3月15
日（木）
 申込み・問合せ 伏見土木事務所（☎611-
5371）
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平成29年工業統計調査を実施
　明治42年に始められた同調査は、製造
業の事業所を対象とした、我が国の工業
の実態を明らかにするための調査です。
　今年は6月1日現在で実施されます。5
月中旬から調査員がお伺い
しますので、ご協力をお願い
します。
 問合せ 地域力推進室統計担
当（伏◯☎611-1295）、総合企
画局統計解析担当（☎222-
3216）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「向島小学校」5月13日
（土）～ 25日（木）、「向島幼稚園」5月
27日（土）～ 6月8日（木）
◆テーマ図書 「憲法月間」「暮らしに役
立つ本」「のりもの」5月中、
「環境月間」「写真」「動物」6
月中
◆お楽しみ会 6月3日(土)11時
◆赤ちゃん絵本の会 6月9日（金）11時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「おでかけ」「憲法月間関
連図書コーナー」5月中、「雨・水」「環
境月間関連図書コーナー」6月中
◆お楽しみ会 
5月27日(土)10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 
6月2日(金)10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「働く。」「おもちゃ」「こ
ども」5月中、「Jミステリーを楽しむ」
「魔法・ファンタジー」「むし」6月中
◆憲法月間関連図書コーナー 5月中
◆環境月間関連図書コーナー 6月中
◆おたのしみ会 5月27日（土）15時～
◆赤ちゃん絵本の会 6月9日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所
5
月
25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

6
月

15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

16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

 問合せ 

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２５７号　　平成２９年５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 178人 ■死亡 280人
▪転入 2,142人 ▪転出 3,096人

3月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差±0件）▪救急出動 1,454件（前年同月差＋235件）▪交通事故 発生82件 死者2人 負傷者99人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,314人

（男：133,215人 女：145,099人）▪世帯数 126,532世帯

※平成29年3月中

※平成29年4月1日現在


