
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～
●伏見区役所インフォメーション

相　談
お気軽にご相談ください 
①②に関する問合せ まちづくり推進担当
（伏◯☎611-1144 深◯☎642-3203 醍◯☎571-
6135）
③に関する問合せ市まち再生・創造推進室
（☎222-3503）

①弁護士による京都市民法律相談
日時 12月18日、25日、1月8日、15日、
22日、29日、2月5日、12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
定員区役所各日12組・各支所各日6組
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（当日は14時45分）ま
でに、来庁又は電話で（閉庁日を除く）

②行政相談委員による無料行政相談
 申込不要
日時 12月17日（火）、1月21日（火）13時
30分～ 15時30分
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所

③空き家相談員による不動産（空
き家等）相談 申込不要
日時 1月9日（木）13時30分～ 16時
場所伏見区役所1階相談室

保険年金

国民健康保険料の納付は口座振替が便利
　申込みは、国保記号番号（後期高齢者
医療制度の場合、被保険者番号と徴収番
号）が分かるもの、通帳、口座の届出印
を持参し、金融機関の窓口へ。
※特別徴収（年金からの引落し）から口座
振替に変更を希望される方は、申込み後
に控えを持参し、保険年金課へ届け出て
ください（介護保険料は変更不可）。
問合せ 保険年金課資格担当（伏◯☎611-
1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-6568）

国民健康保険料の夜間納付相談
 申込不要
　昼間は仕事等でお越しになれない方
は、夜間納付相談をご利用ください。
日時 12月16日（月）17時～ 19時30分
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
問合せ 保険年金課徴収推進担当（伏◯☎
611-1871 深◯☎642-3813 醍◯☎571-6568）

無料
福　祉

戦没者遺族相談員について 無料
　国から委託を受けている相談員が、戦
没者遺族の年金や弔慰金等に関する相談
に応じ、必要な助言等を行います。個人
情報は厳守します。
相談員宮本 昌 氏（☎611-1779）
問合せ 生活福祉課（伏◯☎611-2269 深◯☎
642-3493 醍◯☎571-6199）

①特別障害者手当②障害児福祉
手当③経過的福祉手当④外国籍
市民重度障害者特別給付金
　重度障害のある方に、次の手当を支給
しています。対象者で受給していない方
は問合せ先で申請してください。
【要申請・所得制限有・原則年間4回支払】

対象者 支給額（月額）

①
常時特別の介護を必
要とする20歳以上の
在宅の重度障害者

27,200円

②
常時の介護を必要と
する20歳未満の在宅
及び入院中の重度障
害児

14,790円

③

昭和61年3月31日時
点で20歳以上の福祉
手当受給者で、障害
基礎年金と特別障害
者手当の両方が対象
外の方

14,790円

④

旧国民年金法の国籍
条例で障害基礎年金
を受給できない重度
障害を有する外国籍
市民

41,300円

問合せ障害保健福祉課（伏◯☎611-2392
深◯☎642-3574 醍◯☎571-6372）

未婚の児童扶養手当受給者に対す
る臨時・特別給付金
　①～③の条件を全て満たす方に17,500
円を支給します。
①11月分の児童扶養手当の支給を受ける方
②10月31日までに一度も婚姻をしたこ
とがない方
③10月31日時点で事実婚をしていない、
もしくは事実婚相手の生死が明らかでな
い方
締切 12月27日
※締切後も申請を受け付けられる場合が
あるので、お早めにご連絡ください。
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
問合せ子どもはぐくみ室（伏◯☎611-2391
深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）

生活支援員養成研修 無料
　区社会福祉協議会では、認知症や知的・
精神の障害等がある方の自宅等を訪問
し、福祉サービスの利用手続きや日常的
な金銭管理等の支援をする「生活支援
員」を募集中。生活支援員として活動す
るためには、養成研修を受講する必要が
あります。
日時 1月29日（水）、31日（金）、2月4日
（火）（全3回）13時30分～ 16時15分
場所ひと・まち交流館京都（河原町通五条
下る東側）
対象 30歳～ 75歳未満で全講座を受講で
き、修了後は平日に月1回以上（1.5時間
程度）活動可能な方
※福祉職従事者や民生委員は対象外
定員 70名（先着順）
申込み・問合せ 1月21日までに電話で同
協議会（☎603-1287）へ

イベント・その他

わくわく脳トレーニング教室
 無料
　脳トレクイズ等を行いながら認知症を
予防しませんか。
日時 1月10日、24日、2月14日、28日、
3月13日、27日（全6回、いずれも金曜日）
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5-15）
対象 65歳以上で初参加の全日参加可能
な方
定員 15名（先着順）
申込み・問合せ 12月16日から電話で市深
草・醍醐地域介護予防推進センター（☎
641-2543）へ

木でつくる離乳食用スプーン教室
　木で離乳食用スプーンを手作りします。
日時 1月19日（日）10時～ 11時30分、12
時～ 13時30分、14時～ 15時30分
場所京

みやこ

エコロジーセンター（深草池ノ内
町13）
対象子育て中又は子育て予定のある方
定員各8名（先着順）
※未就学児の託児有（無料・先着各8名）
費用各800円
申込み・問合せ
12月15日～ 1月
7日に電話で同
センター（☎641-
0911）へ

ピンポン＆ミニビリヤード
 無料・申込不要
　ロビーでピンポンやミニビリヤードを
利用できます。
日時 10 ～ 21時（日・祝は18時まで）
※水曜日は休館
場所伏見青少年活動センター（鷹匠町39-
2）
対象市内に在住又は通勤・通学の中学生
～ 30歳
問合せ同センター（☎611-4910）

向島図書館 ☎622-7001
◆えのひろば 「人権啓発絵画ポスター
展」12月1日（日）～ 26日（木）、「向島秀
蓮小中学校（1～ 6年生）」1月5日（日）～
16日（木）
◆テーマ図書 「人権」「お悩み解決」「クリ
スマス・おしょうがつ」12月中、「文化
財」「ふゆをたのしむ」1月中
◆おたのしみ会 1月11日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 1月17日（金）11時

醍醐図書館 ☎572-0700
◆テーマ図書 「クリスマス」「人権月間
関連図書」「お正月」12月中、「日本っ
て？」1月中
◆赤ちゃん絵本の会 1月10日（金）10時30分

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書 「人権月間関連図書」「年
越し」「空」「クリスマス」12月中、「和装
を楽しむ」「もっと知りたい、日本の文
化」「ねずみ」1月中
◆おたのしみ会 12月28日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会 1月10日（金）11時

図書館
無料・申込不要

移動図書館
「こじか号」巡回 ☎801-4196

日 時 場 所

12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

1月17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
クリスマスお楽しみ会
　大型紙芝居や大型絵本読み聞かせ、
工作等を行います。
日時 12月21日（土）14～ 15時
場所コミュニティプラザ深草図書館
（深草西伊達町82-3 深草小学校内）
対象深草・藤森中学校区在住の方
定員 120名（当日先着順）
問合せ同図書館（☎645-3383）

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第２８８号　　令和元年１２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 (☎ 092-716-1401)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


