
献血にご協力を
日　時 場　所

1月26日
（火）

10時～正午 パセオ・ダイゴロー
（西側）13時～ 15時

2月4日
（木）

10時～正午 京都銀行
向島支店前広場13時～ 15時

問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）

有害・危険ごみ等の 
移動式拠点回収事業
　有害・危険ごみ
（石油類や薬品等）、
資源物（紙パック
等）を回収します。
詳細については、問
合せ先に置いてあ
る チ ラ シ 又 は 市
ホームページをご覧ください。
日時・場所 2月6日（土）
①向島南会館:9時30分～ 11時30分
②柳長児童公園:13時30分～ 15時30分
問合せまち美化事務所（◯伏☎601-7161）
エコまちステーション（◯伏☎366-0196）

◆向島図書館 ☎622-7001
えのひろば
「向島中学校生徒作品展」
1月9日（土）～ 28日（木）、
「向島東中学校生徒作品展」
1月30日（土）～ 2月18日（木）
図書特設コーナー
「ベストセラー本」1月中
「外国の本」2月中
絵本展示コーナー
「冬」1月中
「ベストセラー絵本」2月中
おたのしみ会2月6日（土）11時
赤ちゃん絵本の会2月12日（金）11時
◆醍醐図書館 ☎572-0700
テーマ図書
「ウインタースポーツ」1月中
「恋って　愛って!!」2月中
おたのしみ会1月23日（土）10時30分
◆久我のもり図書館 ☎934-2306

※2月15日（月）～ 17日（水）
図書特別整理のため臨時休館

テーマ図書
「あったか生活」1月中
「池波正太郎×司馬遼太郎－同時代を生
きた二人－」2月中
おたのしみ会1月23日（土）15時
赤ちゃん絵本の会2月12日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回 ☎801-4196

日　時 場　所

1月

15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
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

所等の臨時窓口でも受付。

市・府民税、所得税及び復興特別所得税
申告期間:2月16日（火）～ 3月15日
（火）（土・日除く）

問合せ市税事務所
（◯伏◯深☎746-5834◯醍☎746-5837）

還付申告等会場の開設
① サラリーマンや年金受給者のための 

還付申告会場の開設
日　程 場　所

2月
10日（水）
12日（金）
15日（月）

醍醐総合庁舎
3階会議室

時間 9時30分～正午、13時～ 16時
（受付15時まで）

② 税理士による確定申告相談の開設
日　程 場　所

2月

16日（火）
17日（水）

醍醐総合庁舎
3階会議室

18日（木）
19日（金）

淀連合自治会�
淀会館2階ホール

時間 9時30分～正午、13時～ 16時
（受付15時まで）

【①②共通】
・�混雑の状況により早めに受付を終了す
る場合があります。
・お車でのご来場はご遠慮ください。
問合せ①②伏見税務署（☎641-5111）
①市税事務所（◯醍☎746-5837）
2月・3月は 
市税の滞納整理強化期間
　期間中、夜間・休日の納税指導、催告
等を実施します。特別な事情で納付が困
難な場合は、早急にご相談ください。
　なお、納付に進展のない等の滞納者に
対しては、徹底した財産調査（預貯金・給
与・生命保険・不動産・動産等）や差押えを
行い、市税の徴収に努めます。
問合せ税務センター
（◯伏☎611-1737◯深☎642-3427◯醍☎571-6318）

介護保険適用除外施設への 
入退所時は 
14日以内にお届出ください
　国民健康保険に加入している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。該当施設の入退所
の際には、届出の提出をお忘れなく。
問合せ保険年金課資格担当
（◯伏☎611-1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）

子育て講演会
「笑って学ぶ子育てのコツ」　
～ケンカやトラブルはこわくない！～
日時 1月27日（水）10時～正午
場所伏見区総合庁舎1階　ホール
※�お車でのご来場はご遠慮ください。
内容親子で一緒に楽しいお話を聞きなが

お気軽にご相談ください
費用無料・申込不要
行政書士による市民相談
～奇数月の第4木曜日に開設～
　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
日時 1月28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・法律相談
※�2月の第2木曜日は祝日のため、第1木
曜日に変更して開設します。

日時 2月4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）
税理士による 
確定申告期前の税務相談

日時 1月22日（金）13時30分～ 16時
（受付13時～／ 1人20分程度）

場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
問合せ市消費生活総合センター
（☎256-1110）

市・府民税申告の 
臨時窓口を設置します

1市税事務所及び区役所・支所臨時窓口

開設期間:2月1日（月）～3月15日（火）
（土・日・祝除く）

対象市内在住（今年1月1日現在）で、27
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。
<申告が不要の方>
・27年分の所得税の確定申告をした方
・�27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 
確定申告は税務署へ

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給与所得以外
の所得が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。なお、給
与所得者の還付申告
や公的年金収入のみ
の簡易な確定申告書
については、市税事
務所及び区役所・支

ら子育てのヒントを学べる講演会
講師岩城�敏之�氏（キッズいわき�ぱふ�代
表）
費用無料
申込み・問合せ電話又は
右記QRコードで子ど
も支援センターへ
（◯伏☎611-2377）

一人暮らし高齢者に 
見守り付きの住まいを紹介!
　対象者に低廉な「住まい」を紹介し、住
み替え後に、「見守り」
等のサービスを提供し
ます。
対象者対象地域への住
み替えを希望し、「見守
り」等の支援を必要とす
る概ね65歳以上の一人
暮らしの高齢者
対象地域稲荷･砂川･藤ノ森･藤城・深草
サービスの利用料
月1,500円（家賃・共益費等は別途必要）
※生活保護・市民税非課税者は免除
相談・受付京都老人福祉協会（京都老人
ホーム:☎641-6622）
問合せ市長寿福祉課（☎251-1106）
山科・醍醐地域 
介護サービス事業者事例研究発表会 
in醍醐
　山科・醍醐地域の高齢サポートでは、
地域住民の皆様及びケアマネージャー等
の福祉関係者を対象とした、介護サービ
ス事業者による認知症の事例研究発表会
を開催します。ぜひ、ご参加ください。
日時 1月25日（月）14時～
（受付13時30分～）

場所醍醐総合庁舎3階�講堂
定員 200名　
費用無料
申込み不要
問合せ高齢サポート・大宅（☎572-6660）
京都サンガF.C.健康アカデミー
　サッカーボールを使って、楽しく身体
を動かしましょう。
日時 2月15日（月）10時～ 11時30分
（受付9時30分～）

場所醍醐地域体育館
対象・定員原則として60歳以上で運動制
限のない方100名（申込先着順）
費用無料
持ち物運動でき
る服装・屋内用
シューズ・タオ
ル・飲料水
申込み・問合せ 2月8日（月）までに各地域
包括支援センターまで電話で
小栗栖・小栗栖宮山・石田・春日野・日野学区
醍醐南部地域包括支援センター
（☎572-6572）
北醍醐・醍醐西・醍醐・池田・池田東学区
醍醐北部地域包括支援センター
（☎571-3560）

（ ）

お知らせ

歩行者や自転車、原付バイクの高速道路への立入は重大事故につながります。ご注意ください。

数字でみる
伏見区

伏見区役所  〒612-8511 鷹匠町39番地の２☎611-1101（代）
神川出張所☎921-0028　淀出張所☎631-2040

深草支所  〒612-0861  深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）
醍醐支所  〒601-1366  醍醐大構町28   ☎571-0003（代）

＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所

京都いつでもコール8時〜 21時。年中無休。　☎661-3755 FAX661-5855　 （パソコン）http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html　（携帯電話）http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

記号の見方

【平成27年9月1日現在】人口 280,880人（男 134,355人　女 146,525人）　世帯数 128,119世帯
※平成27年10月1日現在で国勢調査が実施されたため、上記以降の推計人口は28年2月以降に公表します。

【平成27年11月中】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 197人　死亡 219人　転入 717人　転出 782人

火災 1件（前年同月差 －1件）　救急出動 1,381件（前年同月差 +76件）
交通事故（速報値集計数）発生 55件　死者 0人　負傷者 62人

11月中
の件数

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第241号　　平成28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。


