
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
　相続、遺言、公正証書、交通事故、内
容証明、後見制度、在留証明等
 日時 1月25日（木）14時～ 16時
 場所 伏見区総合庁舎4
階第5会議室
 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、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を区
役所・支所に開設します
 開設期間 2月1日（木）～ 3月15日（木）（土
日祝等を除く）
 対象 市内在住（今年1月1日現在）で、29
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。
★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仮受付可能
＜申告不要の方＞
・29年分の所得税の確定申告をした方
・  29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

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
 期間 2月16日（金）～ 3月15日（木）（土日
除く）の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給与所得金額
以外の金額が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

 日時 
 場所 

 問合せ 

 日時 

 場所･定員 

 問合せ 

 開設期間 

 対象 

 場所 
 期間 

 対象 

③確定申告相談会の開催（譲渡、
贈与、相続を除く）
 費用無料・申込不要
日程 時間 場所

2月6日（火）
～2月9日（金）

9時30分 ～
正午、13時
～ 16時（受
付は9時～
15時）

醍醐交流会館
ホール（パセオ
・ダイゴロー西
館2階）

2月15日（木）
・16日（金）

淀連合自治会
淀会館
【相談のみ】

混雑状況に応じ、早めに締め切る場合あり
④平成30年度　確定申告及び市
府民税申告の変更点について
●平成30年度から政令指定都市に限り、
市民税8％、府民税2%になります。（全
国市民税6%、府民税4%）
平成30年度（確定申告は平成29年分）
●医療費控除の申告に「医療費の領収
書」が不要となり、代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要になります。
●セルフメディケーション（自主服薬）推
進のため、特定一般用医薬品の購入費用
が年間1.2万円を超えた際、所得から控
除されます（条件あり・現行の医療費控除
との併用不可）。申告には、購入時の明
細書ほか、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。
平成31年度（確定申告は平成30年分）
●配偶者特別控除の対象となる配偶者の
合計所得金額の上限が引き上げられま
す。合計所得金額900万円（給与収入
1,120万円）超の納税義務者に係る配偶者
控除及び配偶者特別控除の額が納税義務
者の合計所得金額に応じて減少又は無く
なります。
 問合せ ①④市税事務所（伏◯深◯☎746-5834
醍◯☎746-5837）②③伏見税務署（☎641-
5111）

保険年金

介護保険適用除外施設に入退所さ
れたときは、14日以内に届出を
　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。該当施設へ入退所の際は、当
課への届出をお忘れなく。
 問合せ 保険年金課資格担当（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

福　祉

障がい児者の地域生活を考える
 伏見区民のつどい・2018
～「ごちゃまぜ」で暮らそう障がい者、
こども、高齢者、みんなが元気に～
 費用無料・申込不要
　障がいのある人もない人も、生活しや
すい伏見区になるように、ともに学び考
える講演会を開催します。

 問合せ 

 問合せ 

 日時 2月15日（木）13時30分～ 16時
 場所 伏見区総合庁舎4階大会議室
※手話通訳、要約筆記が必要な方は受付
でお申し出ください。
 定員 200名（当日先着順）
 問合せ 南部障害者地域生活支援センター
「ふかくさ」（☎641-2560）

保　健

精神保健福祉相談
 費用無料・申込不要
　精神科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 伏見区役所：毎月第1～ 4金曜
日、深草支所・醍醐支所：毎月第1～ 4月
曜日（受付は14時～ 15時30分）
 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

おうちで挑戦！My 味噌づくり！
　保存食「みそ」を手づくりし、普段の食
事を見直してみませんか？味噌づくりの
実演とお味噌汁とご飯の試食をします。
持ち帰った材料で約3kgのお味噌ができ
ます。
 日時 2月4日（日）①10時②13時30分
（各2時間半）

 場所 京
みやこ

エコロジーセンター
 対象 小学生とその保護者（4歳以上の兄弟
姉妹の参加も可）
 費用 一組ペア1,900円（材料費）

同伴1名追加に
つき、プラス
200円

 申込み・問合せ 1月15
日（月）から前日まで
に、氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・FAX番号を同セン
タ ー (☎641-0911、FAX641-0912、HP
（http://www.miyako-eco.jp/)）へ
だいごひょうたんクラブ 費用無料
　ひょうたんに色を塗ったりデコレー
ションしたりして、オリジナルひょうた
んを作ってみませんか。
 日時 2月10日（土）11時～ 15時（出入り自
由）
 場所 高齢者ふれあいサロン（「醍醐いきい
き市民活動センター」隣）
 申込み・問合せ 1月15日（月）から住所・氏名
・電話番号を同センター（☎571-0035）へ
京都パルスプラザコンサート2018 
 申込不要・入場無料
 日時 2月11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）
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ボランティア体験講座
　ボランティア活動に興味がある方、ぜ
ひご参加を！
 日時・内容 
手話ボランティア：2月6日（火）
音訳ボランティア：2月14日（水）
要約筆記ボランティア：2月22日（木）
災害ボランティア：3月2日（金）
各日13時30分～ 16時
 場所 伏見社会福祉総合センター（紙子屋
町544）
 定員 各10名（申込先着順）
 申込み・問合せ 伏見区社会福祉協議会（☎
603-1287）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「向島中学校」1月5日
（金）～ 1月24日（水）、「向島東中学校」
2月10日（土）～ 3月1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
国文学」「人気の絵本」2
月中

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「救急・防災」1月中、「お
菓子」2月中
◆おたのしみ会 
1月27日（土）10時
30分～

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「明治のニッポン」「むか
しあそび」「いぬ」1月中、「冬のスポー
ツ」「おかしの本」「おに・ようかい」2月
中
◆おたのしみ会 1月27日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 2月9日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

2
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

 日時・内容 

 場所 

 定員 
 申込み・問合せ 

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６５号　　平成３０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 164人 ■死亡 275人
▪転入 760人 ▪転出 806人

11月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差±0件）▪救急出動 1,384件（前年同月差＋97件）▪交通事故 発生72件 死者1人 負傷者82人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,890人

（男：133,603人 女：145,287人）▪世帯数 127,990世帯

※平成29年11月中

※平成29年12月1日現在


