
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　■淀出張所 ☎631-2040

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 4月19日、26日、5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 4月18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

平成29年度後期高齢者医療保険料
ア 特別徴収（年金からの引落し）の方：
　平成29年4月・6月・8月の徴収額は、今
年2月に徴収された額と同額です（仮徴
収）。正式な保険料は、7月にお知らせし
ます。4月から新たに特別徴収される方
には、別途お知らせします。
イ 普通徴収（納付書による納付又は口座
振替）の方：4月～ 6月の納付はありませ
ん。正式な保険料は、7月にお知らせし
ます。
 問合せ 保険年金課資格担当（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

保険料の納め忘れはありませんか
～国民健康保険料納付等の休日･夜間相
談～
　休日・夜間の開庁日を設けています。
普段は仕事等でお越しになれない方も、
この機会にご相談ください。
 日時 4月16日（日）：10時～ 15時
4月18日（火）、27日（木）：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）

国民年金保険料免除・猶予制度
　保険料の納付が経済的な理由により困
難な方は、申請すると全額又は一部免除
される場合があります。また、前年所得
が基準以下の学生の方は、申請すると納
付が猶予されます。申請には学生証等が
必要です。
 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）
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福　祉

平成29年度介護保険料通知書の
送付
　介護保険第1号被保険者（65歳以上の
方）に、同通知書を4月下旬までに送付し
ます。今回お知らせする保険料は、前年
度の市民税をもとに仮に計算した額で、
確定額の通知書は7月に送付します。通
知書に納付書が綴られている場合は、毎
月納期限までに最寄りの金融機関等で直
接納付してください。
　なお、今年2月が特別徴収（年金からの
引き落とし）の方には、今回の通知はあ
りません。
 問合せ 福祉介護課介護保険担当（伏◯☎
611-2278 深◯☎642-3603 醍◯☎571-6471）
自立支援教育訓練給付金事業
　ひとり親家庭の親が、厚生労働大臣指
定教育訓練講座を受講した場合に、受講
費用の6割相当額（上限20万円、下限1万
2千円（※））を支給します（所得制限あり）。
　平成29年度から、雇用保険法の一般教
育訓練給付の支給を受けるひとり親家庭
の親についても対象となり、上記費用
（※）と雇用保険法の一般教育訓練給付2
割相当額（上限10万円）との差額を上乗せ
して支給するようになりました。
 申請方法・問合せ 必ず受講開始前にお住ま
いの区役所・支所支援（保護）課（伏◯☎611-
2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）へ

保　健

胸部（結核・肺がん）・大腸がん検診
実 施 日 会　　場

5月

8日（月） 羽束師小学校
9日（火） 砂川小学校10日（水）
11日（木） 久我の杜小学校
15日（月） 向島南小学校

※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 健康づくり推進課（伏◯☎611-1162）
※今年度は、二の丸北・向島藤の木・美豆
小学校では開催しませんので、お近くの
検診会場をご利用ください。なお、向島
東中学校でも開催予定。

イベント・その他

「伏見にほんご教室」
ボランティア・参加者募集！
 日時 毎週土曜日10時～ 11時30分
 場所 伏見青少年活動センター中会議室
 内容 1対1や小グループで日本語を楽し
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く教えます。
 対象 ①ボランティア：市内在住・在学・在
勤の高校生～ 30歳
②参加者：外国にルーツを持つ方
 費用 ①無料②10回2,000円
 申込み・問合せ 電話（☎611-4910）・メール
（ fushimi@ys-kyoto.org）又は直接来
館にて同センターへ

わくわく脳トレーニング教室
 費用無料
 日時 4月28日、5月12日、26日、6月9日、
23日、30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）
 内容 認知症予防と認知症の方への関わり
方等
 対象 初参加の65歳以上の方
 定員 15名（申込先着順）
 申込み・問合せ 市深草
・醍醐地域介護予防
推進センター（☎641-
2543）

『木のおもちゃひろば』オープン!
 入場無料・申込不要
 時間 開館日の9時～ 17時（木曜休館（祝日
の場合、翌平日））
 場所 京

みやこ

エコロジーセンター 3階こども広
場内
 内容 国産の木製おもちゃで自由に遊べる
コーナーができました。楽しみながら木
と触れ合うことができます。
 対象 主に乳幼児とその保護者
 問合せ 同センター（☎641-0911）

児童館・学童保育所まつり
 入場無料・申込不要
 日時 ①5月13日（土）10時30分～ 14時30
分②5月20日（土）10時～ 15時
 場所 ①深草小学校②日野小学校
 内容 ①町田浩志さんのステージ②スキッ
プ楽団のステージ①②共通：運動場での
遊びコーナーや乳幼児親子コーナー（雨
天時：ステージのみ午前中実施、他は中止）
 問合せ 市児童家庭課（☎746-7610）
市児童館学童連盟（☎682-6260）
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図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「さつき幼稚園」4月29
日（土）～ 5月11日（木）「向島小学校」5
月13日（土）～ 25日（木）
◆テーマ図書 「子どもの読書おすすめ
本」「ともだち」4月中、「憲法月間」「暮
らしに役立つ本」「のりもの」5月中
◆お楽しみ会 4月22日（土）
11時、5月6日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 5月12
日（金）11時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「はじめてみよう！」4月
中、「おでかけ」5月中
◆憲法月間関連図書コーナー 5月中
◆お楽しみ会 4月22日（土）10時30分、
4月28日（金）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 5月12日（金）10
時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「春のおでかけ」「チャレ
ンジ」「はる」4月中、「働く。」「おも
ちゃ」「こども」5月中
◆憲法月間関連図書コーナー 5月中
◆「子ども読書の日」記念事業お楽しみ
会 4月22日（土）①11時～②15時～
◆赤ちゃん絵本の会 5月12日（金）11
時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

4
月

20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

21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

5
月
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
◆お楽しみ会
 費用無料・申込不要
 日時 4月22日（土）14時～ 15時
 場所 深草小学校内同図書館
 内容 大型紙芝居、絵本の
読み聞かせ、工作等
 対象 深草中及び藤森中学
校区在住の方
 問合せ 同図書館（☎645-3383）
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内容
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市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２５６号　　平成２９年４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 160人 ■死亡 262人
▪転入 769人 ▪転出 1,006人

2月中の件数
▪火 災 7件（前年同月差－1件）▪救急出動 1,325件（前年同月差－183件）▪交通事故 発生59件 死者1人 負傷者53人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 279,388人

（男：133,820人 女：145,568人）▪世帯数 126,922世帯

※平成29年2月中

※平成29年3月1日現在


