
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 3月22日（木）14時～16時
場所伏見区役所4階第3・4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 4月12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

原動機付自転車、軽自動車等の廃
車申告等は3月30日（金）までに！
　軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽
自動車等の所有者（所有権留保の場合は
使用者）に課税されます。譲渡、廃棄、
盗難、転出等により、原動機付自転車や
軽自動車等を所有していない場合は、3
月30日（金）までに必ず下記の申告先に廃
車及び異動の申告をしてください。申告
がない場合、平成30年度以降も軽自動車
税が課税されますので、ご注意ください。
申告・問合せ
原動機付自転車（125cc以下のバイク及
びミニカー）及び小型特殊自動車（フォー
クリフト、農耕作業用等）：税務センター
（伏◯☎611-1529 深◯☎642-3409 醍◯☎571-
6812）又は市納税推進担当（☎213-5467）
3輪・4輪の軽自動車：軽自動車検査協会京
都事務所（☎050-3816-1844）
125cc超250cc以下のバイク：（廃車）京
都府軽自動車協会（☎691-6516）、（廃車以
外）京都運輸支局（☎050-5540-2061）
250cc超のバイク
京都運輸支局（☎050-5540-2061）

保険年金

保険料を特別徴収（年金からの引
落し）により納めている方へ
　2月に特別徴収で納めていただいた方
は、原則、平成30年度分も特別徴収で納
めていただきます（4月から仮徴収開始）。
問合せ 保険年金課資格担当（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）
納め忘れにご注意を！～平成29
年度分保険料の納付は3月まで～
　納期内にご納付ください。納付困難な
事情がある場合は相談ください。3月は
夜間の納付相談日を設けております。

夜間納付相談 3月19日（月）、29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）
高額医療・高額介護合算療養費制
度の手続き
　医療と介護の両制度を利用している場
合、1年間（平成28年8月～平成29年7
月）の各負担額を合算し、限度額を超え
た額を返金します。手続きは、7月31日
時点で加入されていた医療保険と介護保
険の両方で行う必要があります（後期高
齢者医療の方は保険年金課のみで受付
可）。
問合せ〈市国保、後期高齢者医療〉保険年
金課保険給付･年金担当（伏◯☎611-1875
深◯☎642-3826 醍◯☎571-6529）
〈介護保険〉健康長寿推進課（伏◯☎611-
2279 深◯☎642-3616 醍◯☎571-6471）
〈上記以外の医療保険〉加入先の医療保険

マイナンバーによる届出が始まります
　3月から、国民年金に関する各種届出
に、マイナンバーが利用できるようにな
りました。お手続きの際は、マイナンバ
ーカード（個人番号カード）又はマイナン
バー通知カードと顔写真付きの本人確認
書類（運転免許証など）を持参ください。
従来どおり、年金手帳を持参のうえで、
基礎年金番号による手続きも可能です。
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）

福　祉

母子・父子家庭の皆さまの自立を
支援します。
　市内在住の「ひとり親家庭」の親を対象
に、就業に向けた能力開発のための給付
金事業を実施しています。
○自立支援教育訓練給付金事業
内容対象者が厚生労働大臣指定教育訓練
講座を受講した場合に支給。
支給受講費用の最大60％（上限20万円、
下限1万2千円）
※受講開始前の申請要、所得制限あり。
○高等職業訓練促進給付金等事業
内容対象者が資格取得のため、法令の定
めによる養成機関での修業期間中に給付
金を支給。
対象資格看護師（准看護師を含む）、介護
福祉士、保育士、作業療法士、理学療法
士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練
士、言語聴覚士、製菓衛生師、調理師
対象期間養成機関で1年以上のカリキュ
ラムを修業する場合（上限3年）
支給市民税非課税世帯：月額10万円の給
付金と5万円の修了支援給付金
市民税課税世帯：月額7万5百円の給付金
と2万5千円の修了支援給付金。
※受講開始後に申請要、所得制限あり。
※支給は申請月から。
※定期的に在学証明書等の提出要。
○高等職業訓練促進資金貸付事業
対象高等職業訓練促進給付金を活用して

養成機関に在学し、就職に有利な資格取
得を目指す場合に貸付。
内容入学時に入学準備金（貸付限度額50
万円以内）、就職時に就職準備金（貸付限
度額20万円以内）を貸付。連帯保証人が
いる場合は無利子、いない場合は年1％。
次の①②を満たすと返還金は免除。（①
②を満たさない場合等は事由発生の翌月
から返還が必要）。受講開始前に事前相
談要。
条件①養成機関を修了し、かつ資格取得
した日から1年以内に就職。
②取得した資格が必要な業務に府内等で
5年間従事。
申込み・問合せ 子どもはぐくみ室（伏◯☎
611-2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）

重度障害者タクシー利用券の継続交付
　平成29年度分タクシー利用券の有効期
限は3月末日です。4月以降も引き続き希
望される方は、3月23日（金）から平成30
年度分の交付申請を開始します。
※5月以降に申請すると、交付枚数が減
りますのでご注意ください。
交付対象者
・身体障害者手帳（1級・2
級）の交付を受けている方
・療育手帳（A判定）の交
付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付
を受けている方
申請に必要なもの
①身体障害者手帳、療育手帳又は精神障
害者保健福祉手帳（お持ちの全ての手帳
を提示してください。）
②印鑑（スタンプ印は不可）
申請・問合せ 障害保健福祉課（伏◯☎611-
2392 深◯☎642-3574 醍◯☎571-6372）

第2回伏見区デイサービス・デイ
ケア作品展
　「春・伏見の街並み」をテーマに、区内
のデイサービスやデイケアに通所する高
齢者の作品展を開催します。
日時 3月14日（水）～3月22日（木）

開庁時間中
場所伏見区役所1階ロビー
内容絵・小物等の作品展示、各事業所の
パンフレット配置
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2279）

イベント・その他

Free Flea Market ～道具編～
inエコセン
　使わなくなった「道具」を持ち込み、気
に入った「道具」を持ち帰って生かすこと
ができるマーケットを開催します。
日時 3月16日（金）～18日（日）

13時～17時30分
場所京

みやこ

エコロジーセンター
問合せ同センター （☎641-0911）
※持ち込む方は、ルールをホームページ
又は電話にて必ず確認。
マンドリンとコーラス 
春たけなわコンサート＠エコム
 費用無料・申込不要
　日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブ

ルによる無料公演
日時 3月24日（土）14時～16時30分
（開場は13時30分から）
場所東部文化会館ホール
定員 550名（当日先着順）
問合せ同会館（☎502-1012）

背割堤さくらまつり
　淀川河川公園背割堤地区で開催される
毎年恒例のさくらまつり。店舗の数も質
もパワーアップした「さくらマルシェ」、
宇治川の船上からゆったり満喫できる
「さくらクルーズ」などさまざまなイベン
トを開催します。
※公共交通機関でご来場ください。
日時 3月31日（土）～4月10日（火）
9時～17時
※マルシェは16時30分（最終日16時）まで
場所淀川河川公園背割堤地区（京阪八幡
市駅から徒歩約10分）
問合せさくらであい館（☎633-5120）

図書館

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「春の作品展（一般公
募）」4月7日（土）～5月3日（木・祝）
◆テーマ図書 「made in Japan」「春」
3月中、「子ども読書おすすめ本」「と
もだち」4月中
◆おたのしみ会 
4月7日（土）11時、14日（土）14時
◆赤ちゃん絵本の会 
4月13日（金）11時
醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「春を待つ」3月中、「世
界の美しいもの」4月中
◆おたのしみ会 
3月24日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会 
4月6日（金）10時30分
久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「新生活応援！」「自然」
「はな・しょくぶつ」3月中、「四国へ行
こう！」「宇宙」「ともだち」4月中
◆おたのしみ会 3月24日（土）15時
子ども読書の日記念事業
◆赤ちゃん絵本の会 
4月13日（金）11時
移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所
4
月
19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

3月中、「世

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２６７号　　平成３０年３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 193人 ■死亡 320人
▪転入 780人 ▪転出 803人

1月中の件数
▪火 災 4件（前年同月差＋2件）▪救急出動 1,557件（前年同月差＋224件）▪交通事故 発生70件 死者0人 負傷者82人  （速報値集計数）

推計人口
■人 口 278,698人

（男：133,516人 女：145,182人）▪世帯数 128,019世帯

※平成30年1月中

※平成30年2月1日現在


