
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

①弁護士による京都市民法律相談
 日時 10月18日、25日、11月1日、8日（い
ずれも水曜日）
13時15分～ 15時15分（1組20分以内）
 場所 伏見区役所・深草支所・醍醐支所
 定員 区役所12名・各支所6名（予約制）
 予約 相談日の週の月曜日から相談日当日
の8時30分～ 17時（相談日当日は14時45
分）までに、問合せ先へ来庁または電話
で。（閉庁日を除く）

②行政相談委員による無料行政相談
 日時 10月17日（火）13時30分～ 15時30
分※毎月第3火曜日に開催
 場所 伏見区役所・深草支所・醍醐支所
 ①②に関する問合せ 地域力推進室まちづく
り推進担当（伏◯☎611-1144 深◯☎642-3203
醍◯☎571-6135）

税

11月･12月は税の滞納整理強化期間
　期間中は、昼間や平日に不在の方へ、
夜間･休日の納税催告等を行います。
　また、納付に進展がない滞納者に対し
ては、財産の差押えを行います。
　特別な事情で納付が困難な場合は、当
センターまで、ご相談ください。
 問合せ 税務センター（伏◯☎611-1737 深◯☎
642-3427 醍◯☎571-6318）

平成29年分年末調整（給与支払報
告書等作成）説明会 申込不要
　年末調整の方法等について説明会を開
催します。
 日時･場所 ①11月17日（金）13時15分～
15時15分:東部文化会館
②11月20日（月）13時30分～ 15時20分：
呉竹文化センター
 問合せ ①東山税務署（☎561-1131）、
②伏見税務署（☎641-5111）、
①②市税事務所特別徴収担当（☎213-
5246）

税に関する習字展
　伏見区租税教育推進協議会では、区内
の小学6年生から、税をテーマに習字を
募集し、各校の優秀作品を展示します。
 日時・場所 ①11月1日（水）～11月7日（火）
（土日祝除く）：深草総合庁舎1階コミュ
ニティホール
②11月10日（金）～ 11月19日（日）：伏見
区総合庁舎1階ロビー
③11月22日（水）～ 11月28日（火）（土日
祝除く）：醍醐総合庁舎2階ロビー
（醍醐地域内作品のみ展示）
※いずれも総合庁舎開庁時間内
 問合せ 伏見税務署（☎641-5111）
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保険年金

新しい保険証の送付
　現在お持ちの保険証は11月30日（木）
で有効期限が切れるため、新しい保険証
を簡易書留郵便等により11月中にお届け
します。※古い保険証は細かくきざんで
処分するか、問合せ先へ返却ください。
　新しい保険証が届きましたら①保険証
の記載内容に誤りはないか②他の保険に
加入した方や住所変更した方の届出を忘
れていないかを確認してください。
 問合せ 保険年金課資格担当(伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

保険料の納付は期限内に
　災害その他特別な事情もなく保険料を
滞納していると、有効期限を短縮した保
険証や、一旦医療費を全額支払う必要の
ある資格証明書の交付、財産の差押えを
行うことがあります。
　保険料の滞納がある場合は至急納付し
ていただくか、納付が困難な場合は、問
合せ先までご相談ください。
 問合せ 保険年金課徴収推進担当(伏◯☎
611-1871 深◯☎642-3813 醍◯☎571-6568）

保　健

献血にご協力を
日 時 会 場

10月31日
（火）

10時～正午 スーパーイワキ淀
店駐車場13時～15時30分

11月14日
（火）

10時～正午 パセオ・ダイゴロー
西館2階アトリウム13時～15時

 問合せ 健康長寿推進課（伏◯☎611-2268 醍◯
☎571-6144）

胸部（結核・肺がん）検診、大腸が
ん検診

実 施 日 会　　場

10月

24日（火） 石田小学校
26日（木） 明親小学校
27日（金） 醍醐総合庁舎
30日（月） 醍醐総合庁舎

※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

胸部･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 健康長寿推進課（伏◯☎611-1162 醍◯
☎571-6747）

イベント・その他

演劇から学ぶ、働くコミュニケー
ションワーク 費用無料
　働くためのコミュニケーションの手が
かりを見つけます。
 日時 10月27日（金）、30日（月）、11月3
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日（金･祝）、6日（月）
いずれも13時30分～ 16時30分
 場所 伏見青少年活動センター
 対象 無業状態の15歳～ 39歳までの方
 定員 各15名（申込先着順）
 申込み・問合せ 10月15日（日）から前日ま
でに同センター（☎611-4910）へ。

草木染の体験
～自然の色を楽しもう！～
　植物を使った草木染め体験をします。
 日時 10月28日（土）①10時～正午
②13時30分～ 15時30分③16時30分～
19時
 場所 京

みやこ

エコロジーセンター
 定員 各回20名（申込先着順）
 対象 ①②小学4年～ 6年生・中学生（小学
生は要保護者同伴）③16歳以上
 費用 ①②各500円③2,000円
 申込み 10月15日（日）から前日までに同
センター（☎641-0911、FAX641-0912）へ。

キラキラ陶芸クラブ
　X’masプレゼントを陶芸で作りません
か。
 日時 11月5日（日）10時30分から1時間
 場所 醍醐いきいき市民活動センター
 持ち物 エプロン、雑巾
 定員 15名（申込先着順）
 費用 1,000円
 申込み 10月15日（日）から11月3日（金・
祝）までに同センター（☎571-0035）へ。

「若い世代の日本音楽」 費用無料
　小・中・高校生を中心とした若い世代
が、伝統文化を感じさせる日本音楽を披
露します。
 日時 11月12日（日）14時30分～ 16時
 場所 呉竹文化センター
 定員 600名（当日先着順）
 問合せ 同センター（☎603-2463）

第7回市民創造ステージ 費用無料
　市民による市民のための合唱・演奏会
 日時 10月29日（日）13時30分～ 16時
 場所 呉竹文化センター
 定員 600名（当日先着順）
 問合せ 同センター（☎603-2463）

第13回コーラスフェスティバルin
山科・醍醐 費用無料
　コーラス団体の合同発表会
 日時 10月29日（日）13時～ 16時30分
 場所 東部文化会館
 定員 550名（当日先着順）
 問合せ 同会館（☎502-1012）

毒きのこによる食中毒に注意！
　毎年夏から秋にかけて全国で多数報告
されています。この食中毒のほとんどが
食用きのこと間違えて食べたことが原因
となってます。
　食用きのこであるか判断できない場
合、絶対に「採らない」「食べない」「売ら
ない」「人にあげない」ようにしましょう。
 問合せ 市医療衛生センター（☎746-7213）
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向島中央公園のリフレッシュ事業
について
　過密になった樹木の間伐やモミジ等の
花木の植樹を行い、利用者の安心・安全
の向上と公園の魅力アップを図ります。
 問合せ 南部みどり管理事務所（☎643-
5405）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「向島藤の木小学校」10
月14日（土）～ 10月26日（木） 「秋の作
品展」11月1日（水）～ 11月27日（月）
◆テーマ図書 「京都の本」「読書週間推
薦図書」「たべもの」10月中、「古典の
日」「新書」「昔話」11月中
◆おたのしみ会 11月4日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 11月10日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「ハロウィン」「国宝の
美」10月中、「からだ　健康」「古典の
日」11月中
◆子うま文庫さんによるおたのしみ会 
10月28日（土）10時30分
◆辰巳保育所によるおたのしみ会 
11月1日（水）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会
11月10日（金）10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「世界の宗教」「世界のお
まつり」「あき」10月中、
「古典の日関連図書」10月27日（金）～
11月10日（金）
◆おたのしみ会 10月28日（土）15時
◆読書週間記念事業 読み聞かせ講座 
11月4日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 11月10日（金）11
時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

10
月
20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

11
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

 問合せ 

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６２号　　平成２９年１０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 170人 ■死亡 217人
▪転入 873人 ▪転出 926人

8月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差ー2件）▪救急出動 1,498件（前年同月差＋150件）▪交通事故 発生78件 死者0人 負傷者95人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,904人

（男：133,619人 女：145,285人）▪世帯数 127,715世帯

※平成29年8月中

※平成29年9月1日現在


