
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 12月20日、27日、1月10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 12月19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）

保険年金

確定申告及び年末調整に「社会保
険料控除」の申告をお忘れなく！
　平成29年中に納めた①国民健康保険②
後期高齢者医療③介護保険④国民年金の
保険料は、所得から控除されます。
 問合せ ①②保険年金課資格担当(伏◯☎
611-1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）
③健康長寿推進課高齢介護保険担当(伏◯
☎611-2278 深◯☎642-3603 醍◯☎571-6471）
④ねんきん加入者ダイヤル（☎0570-003-
004（050から始まる電話でおかけになる
場合は、03-6630-2525））

保険料の納付は口座振替が便利です
　お申込みは、①国保記号番号（後期高
齢者医療の場合は被保険者番号と徴収番
号）がわかるもの、②預（貯）金通帳、③口
座の届出印を持参のうえ、お取引のある
金融機関の窓口へ。
※特別徴収（年金からの引落し）により納
付の方で、口座振替への変更をご希望の
場合は、口座振替の申し込み後に、控え
を持参して、当課へ納付方法の変更をお
申し出ください（介護保険料は特別徴収か
ら口座振替への変更はできません）。
 問合せ 保険年金課資格担当（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

国民健康保険料の夜間納付相談
　普段、お仕事等でお越しになれない方
は、夜間開庁日をご利用ください。
 日時 12月22日（金）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）
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福　祉

戦没者遺族相談員
　国から委託を受けている相談員が、戦
没者遺族の年金等に関する相談に応じ、
必要な助言等を行います（実施に当たり、
個人情報は厳守します）。
 相談員 宮本 昌氏（☎611-1779）
 問合せ 生活福祉課（伏◯☎611-2269 深◯☎
642-3493 醍◯☎571-6199）

①特別障害者手当②障害児福祉手当
③外国籍市民重度障害者特別給付金
　市では、重度障害のある方に対して、
次の手当を支給しています。
【要申請･所得制限有･原則年間4回支払】

対象者 支給額（月額）

①
常時特別の介護を必要と
する20歳以上の在宅の重
度障害者

26,810円

②
常時の介護を必要とする
20歳未満の在宅及び入院
中の重度障害児

14,580円

③

旧国民年金法の国籍条例
により障害基礎年金を受
給することができない重
度障害を有する外国籍市
民

41,300円

 問合せ 障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 深◯
☎642-3574 醍◯☎571-6372）

イベント・その他

木でつくる離乳食用スプーン教室
　木を削ったり彫ったりして、離乳食用
スプーンを作りませんか。
 日時 1月14日（日）①9時30分～
②13時30分～（各回2時間半）
 場所 京

みやこ

エコロジーセンター
 定員 各8名（申込先着順）
 対象 子育て中の方、子育て予定のある方
 料金 1,000円
 申込み・問合せ 12月16日（土）から前日ま
でに、氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を
同センター（☎641-0911、FAX641-0912、
HP（http://www.miyako-eco.jp/））へ。
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わくわく脳トレーニング教室
 費用無料
＜65歳以上で初参加の方限定＞
　脳トレクイズ等を行い、認知症予防に
取り組みませんか。
①深草会場
 日時 1月12日、26日、2月9日、23日、3
月9日、23日（全6回、金曜日）
9時30分～ 10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 15名（申込先着順）
 申込み 12月18日（月）から問合せ先まで。
②醍醐会場
 日時 1月22日、29日、2月5日、26日、3
月12日、26日（全6回、月曜日）
13時～ 14時
 場所 醍醐老人福祉センター
 定員 15名（申込多数抽選）
 申込み 1月9日（火）14時から同センター
来所にて。
 問合せ（①②共通） 市深草・醍醐地域介護予
防推進センター（☎641-2543、FAX642-
5154）

図書館

 日時 

 場所 

 定員 
 申込み 

 日時 

 場所 
 定員 
 申込み 

 問合せ（①②共通） 

「人権月間」12月中、「救急
・防災」1月中
◆赤ちゃん絵本の会 1月
12日（金）10時30分～

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「人権月間関連図書」「幕
末のニッポン」「れきしを学ぼう」「クリ
スマス」12月中、「明治のニッポン」「む
かしあそび」「いぬ」1月中
◆おたのしみ会 12月23日（土・祝）15
時
◆赤ちゃん絵本の会 1月12日（金）11
時

移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所
12
月
21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

1
月

18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

19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
～クリスマスお楽しみ会～
 参加費無料
大型紙芝居や絵本読み聞かせ、工作等
 日時 12月16日（土）14時～ 15時
 場所 深草小学校内同図書館
 対象 深草中・藤森中学校区在住の方
 問合せ 同図書館（☎645-3383）

日時
場所
対象
問合せ

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「人権啓発絵画ポスター
展」12月1日（金）～ 12月25日（月）、「向
島中学校」1月5日（金）～1月24日（水）
◆テーマ図書 「人権」「趣味」「クリスマ
ス」12月中、「ふんわりゆったりいっ
しょがいいね」「冬」1月中
◆おたのしみ会 1月6日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 1月12日（金）11
時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「クリスマス」「お正月」

実施日時 会 場 定 員
①1月26日（金）

10時30分～ 13時
伏見区役所 24名②2月 6日（火）

③2月 7日（水） 醍醐支所 20名
④2月14日（水） 深草支所 20名
 内容 講話「食事の適量を知りましょう」

調理実習「冬の旬野菜で適量バランスクッキング」
※①～④は同内容ですので、
いずれかでお申し込みください。

 対象 18歳以上の伏見区民　　 費用 500円
 持ち物 エプロン・三角巾・手ふきタオル
 申込み・問合せ 12月25日（月）から電話で
①②伏見区役所　健康長寿推進課（伏◯☎611-1162）
③醍醐支所　　　同課（醍◯☎571-6747）
④深草支所　　　同課（深◯☎642-3876）へ

（申込先着順）

内容

対象 費用
持ち物
申込み・問合せ

全市統一企画　京（きょう）・食（しょく）クッキング
～冬の食育セミナー～

料理初心者の方、
男性の方もお気軽
にご参加ください。

〈献 立〉
◆ごはん
◆魚のもと焼き
◆小松菜のくるみ和え 
◆かぶらの淡雪仕立て
◆フルーツ豆乳かん
※献立は、変更になる場
合があります。

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６４号　　平成２９年１２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 192人 ■死亡 251人
▪転入 1,174人 ▪転出 969人

10月中の件数
▪火 災 1件（前年同月差－1件）▪救急出動 1,429件（前年同月差＋142件）▪交通事故 発生68件 死者0人 負傷者78人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 279,036人

（男：133,666人 女：145,370人）▪世帯数 127,988世帯

※平成29年10月中

※平成29年11月1日現在


