
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

お 知 ら せ
伏見区　ラジオ広報番組
FM845（京都リビングエフエム）
●伏見区役所インフォメーション
　毎週金曜　10時45分頃/22時45分頃～

相　談
お気軽にご相談ください  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 7月26日（木）14時～16時
場所伏見区役所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
（☎924-0530）※予約不要

司法書士による登記・法律無料相
談会
日時 8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（先着
順、予約可）
問合せ京都司法書士会（☎255-2566）

保険年金

①新しい高齢受給者証を7月中に
送付
　70～74歳の国保加入者が現在お持ちの
高齢受給者証は7月末が有効期限のため、
新しい受給者証を郵送でお届けします。

②高齢受給者証の負担割合が3割
の方へ
　平成29年中の世帯収入が条件㋐㋑のい
ずれかの場合、申請により負担割合が1
割又は2割となります。
条件㋐70～74歳の国保加入者が1人の場
合は収入額が383万円（2人以上の場合は
収入合計が520万円）未満
条件㋑70～74歳の国保加入者と、国保
から後期高齢者医療に移った方の収入合
計が520万円未満

③後期高齢者医療の保険料額を7
月中旬に送付
　平成30年度分の保険料額と7月以降の
保険料の納付方法をお知らせします。
①～③に関する問合せ保険年金課資格担当
（伏◯☎611-1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-
6568）

④新しい後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証（減額認
定証）を7月中に送付
　現在お持ちの減額認定証の有効期限
は、7月末です。8月以降も負担割合が1
割で、世帯全員が住民税非課税の場合に、
新しい減額認定証を郵送します（世帯に
所得不明者がいる場合は除く）。

⑤障害基礎年金の所得状況届等は
7月末までに提出を！
　国民年金の障害基礎年金受給者（年金
証書の年金コードが「2650」又は「6350」の
方）は、送付している「所得状況届」等を7
月末までに提出してください。提出がな
いと年金の支払いが差し止められる場合
がありますのでご注意ください。
④⑤に関する問合せ保険年金課保険給付・
年金担当（伏◯☎611-1875 深◯☎642-3826 醍◯
☎571-6529）

福　祉

福祉医療費受給者証（子ども医療
を除く）の更新
　前年所得等をもとに、8月からの受給
資格を判定します。資格のある方には7
月末に新しい受給者証を、喪失の方には
資格喪失通知書を送付（ひとり親家庭等
医療は現況届の提出が必要）。
　前回、所得超過等で資格喪失となった
方でも、対象となる場合がありますので、
8月中（重度障害老人健康管理費は7月
中）に申請してください。
申請先・問合せ
ひとり親家庭等医療子どもはぐくみ室
（伏◯☎611-2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-
6392）
重度心身障害者医療障害保健福祉課（伏◯
☎611-2392 深◯☎642-3574 醍◯☎571-6372）
老人医療健康長寿推進課（伏◯☎611-2278
深◯☎642-3603 醍◯☎571-6471）
重度障害老人健康管理費保険年金課（伏◯
☎611-1875 深◯☎642-3826 醍◯☎571-6529）

平成30年度介護保険料通知書を7
月中に送付
　第1号被保険者（65歳以上の方）へ、保
険料の確定額をお知らせします。特別徴
収（年金からの引き落とし）でない方は、
同封の納付書又は口座振替で納付してく
ださい。口座振替をご希望の方は、金融
機関又は郵便局でお申し込みください。
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2278 深◯
☎642-3603 醍◯☎571-6471）

保　健

7月は「愛の血液助け合い運動」月間
～献血にご協力を！～

日　時 会　場

7月

25日
（水）

10時～11時30分 伏見区役所12時30分～16時
30日
（月） 13時30分～16時

寺内製作所（深
草芳永町666）

問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2268 深◯
☎642-3494）

胸部（結核・肺がん）、大腸がん検診
実施日 会　場

7月

24日（火） 伏見南浜小学校
25日（水） 小栗栖小学校
26日（木） 神川小学校
30日（月） 稲荷小学校
31日（火） 春日野小学校

※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

問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-1162 深◯
☎642-3876 醍◯☎571-6747）

イベント・その他

マイナンバーカード日曜交付
   要事前申込
日時下表のとおり（いずれも9時～正午）

伏見区役所 7/29、9/30、11/25、1/27、
2/24、3/31

深草支所 9/30、11/25、1/27、3/31
醍醐支所 9/30、11/25、1/27、3/31
場所伏見区役所、深草支所、醍醐支所
市民窓口課マイナンバー担当
※出張所管内の方は、上記日時に限り伏
見区役所で交付。
申込み・問合せ 平日の8
時30分～17時までにお
住まいの区役所・支所の
マイナンバー担当（伏◯
☎634 -9501 深◯☎644 -
4011 醍◯☎748-6009）へ
※事前予約が必要です。ご注意を！！

「すいそ」エネルギーで最先端の車
を走らせよう！   無料
　実験で未来のエネルギー「水素」の力
を知ろう！
日時 7月31日（火）①10時30分～11時50分

②13時15分～14時35分
③15時15分～16時35分

場所京
みやこ

エコロジーセンター（深草池ノ内町13）
対象①②小学1～ 4年生とその保護者
③小学5年～中学3年生

定員①②各回8組③16名（申込多数抽選）
申込み・問合せ 7月18日（水）までに電話
（☎641-0911）で

和室deピンポン   無料・申込不要
　どなたでも参加可！和室を利用して卓
球で遊びませんか。
日時毎月第2・第4土曜日13時～15時

場所高齢者ふれあいサロン（醍
醐外山街道町21-21）
問合せ醍醐いきいき市民活動
センター（☎571-0035）

ボランティア養成講座   無料
　ボランティア活動についての講話、地
域のサロンの紹介等。
日時 8月29日、9月5日（全2回、水曜日）

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5-15）
定員 10名程度（申込先着順）
申込み・問合せ 7月18日（水）から電話で市
深草・醍醐地域介護予防推進センター（☎
641-2543）へ

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「白菊こども園」7月14
日（土）～7月26日（木）、「向島保育園」
7月28日（土）～8月9日（木）、「城南
保育園」8月11日（土）～8月23日（木）
◆テーマ図書 「夏休み課題図書」「スポ
ーツ」「こわいおはな
し」7月中、「夏休み課
題図書」「平和関連図
書」「涼」「夏」8月中
◆クールスポット事業 
おたのしみ会8月4日（土）11時
赤ちゃん絵本の会8月10日（金）11時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「課題図書・自由研究」
「海へ山へ」7月中、「課題図書・自由研
究」「平和月間関連図書コーナー」「明治
150年・京都のキセキ」8月中
◆クールスポット事業 
おたのしみ会7月28日
（土）10時30分
赤ちゃん絵本の会8月
3日（金）10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「発酵パワー」「ほし」7月
中、「自由研究」7月～8月中、「夏休み
課題図書」7月15日～8
月中、「平和関連図書」「中
国」「おばけ」8月中
◆クールスポット事業 
おたのしみ会7月28日
（土）15時
赤ちゃん絵本の会8月10日（金）11時

移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

7
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

図書館
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