
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～

②所得税・復興特別所得税の確定申告
期間 2月16日（火）〜 3月15日（月）
※土日祝を除く
場所伏見税務署（鑓屋町）
対象㋐事業所得や不動産所得等のある方
㋑給与所得金額以外の金額が20万円を超
える方㋒給与収入が2000万円を超える方
など
★次の方は所得税・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多額な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
※確定申告は国税庁ホーム
ページよりe-Tax（要マイナ
ンバーカード又はID・パスワ
ード）をご利用ください。
国税庁 確定申告書等作成コーナー 検索

③確定申告相談会の開催 無料
日時 2月2日（火）〜 5日（金）9 〜 15時（受
付時間）　※混雑状況により早めに受付
を終了する場合あり。
場所 醍醐交流会館ホール（醍醐高畑町
30-1パセオ・ダイゴロー西館2階）

④令和3年度市・府民税の変更点
給与所得控除、公的年金等控除、基礎控
除の見直し・所得金額調整控除の創設
　給与所得控除、公的年金等控除の控除
額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控
除額を10万円引き上げます。また所得金
額調整控除が創設。給与収入850万円超
で一定条件を満たした場合や給与所得と
年金所得双方を有する場合に控除額が調
整されます。
ひとり親控除の創設、寡婦・寡夫の見直し
　同一生計の子（総所得金額等が48万円
以下）を有する、事実婚状態ではない合
計所得金額が500万円以下のひとり親へ
の控除が創設。従来、特別寡婦や寡夫の
該当者は、ひとり親に該当するため廃止
されました。また、寡婦控除について合
計所得金額が500万円以下の要件が新設。
※ひとり親控除・寡婦控除は、住民票の
続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載があ
る場合は不適用。
非課税基準、扶養親族等各種所得要件の見直し
　非課税基準や扶養親族などの所得額の
要件が10万円引き上げになりました。

保険年金

介護保険適用除外施設に入退所さ
れた際は、14日以内に届出を

　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、介護分保険料がかかりません。国保
に加入の40 〜 64歳の方が、該当施設へ
入退所する際は、届出をお忘れなく。
問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1864 深◯☎
642-3809 醍◯☎571-6568）

保　健

精神保健福祉相談 無料・申込不要
　精神科医と精神保健福祉相談員による
こころの健康についての相談。
場所・日時伏見区役所・毎月第1 〜 4金曜
日。深草支所、醍醐支所・毎月第1 〜 4月
曜日。14時〜 15時30分（いずれも祝日・
年末年始を除く）
問合せ障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 深◯
☎642-3574 醍◯☎571-6372）

イベント・その他

オンライン会議室貸し出します！
無料

　持参したパソコン等でオンライン授業
を受けることが可能な会議室を貸し出し
中。希望者にはタブレットも貸し出します。
日時 10時30分〜20時30分　
※水日祝を除く
場所 伏見青少年活動センター（鷹匠町
39-2）
対象市内に通学の高校生〜大学院生
申込み・問合せ来所又は電話で同センター

（☎611-4910）へ（先着順）
企画展「その服ってサステナブ
ル？」 無料・申込不要

　持続可能なファッションに関する取組
の紹介を通じて、服の生産を知り、環境
にやさしい服選びについて学べる展示。
日時 1月15日（金）〜3月31日（水）9〜17時
※木曜休館
場所京

みやこ

エコロジーセンター（深草池ノ内
町13）
問合せ同センター（☎641-0911）

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、薬品等）や資
源物（紙パック等）を回収。詳細は、問
合せ先に設置のチラシ又は市ホームペ
ージで。

日　時 場　所
2月6日（土）

9〜11時

深草小学校
2月13日（土） 桃山東文化ホール前
2月20日（土） 伏見公園
2月27日（土） 二の丸公園
問合せ 伏 見 ま ち 美 化 事 務 所（☎601-
7161）、エコまちステーション（伏◯☎366-
0196 深◯☎366-0198）

親子実験教室「電気のはてな？」
無料・申込不要

　目に見えないイオンの役割や生物との
関わりを学び、人と地球のつながりや環
境問題について考えましょう。
日時 2月6日（土）10 〜 12時、13 〜 15時
場所さすてな京都（横大路八反田29）
対象小学生とその保護者
定員各30名（当日先着順）
問合せ同施設（☎606-2548）

日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサ
ンブル 無料

　マンドリンアンサンブルで様々なアレ
ンジ曲を演奏します。
日時 3月6日（土）14 〜 15時
場所東部文化会館（山科区椥辻西浦町1-8）
定員 200名（多数抽選）
申込み 1月15 〜 30日に来所又はFAX、メ
ールで同会館（FAX502-1014、 toubu@
kyoto-ongeibun.jp）へ
問合せ同会館（☎502-1012）

相　談
気軽にご相談ください�

行政書士による無料相談会
� 申込不要

　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 1月28日（木）14 〜 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

（☎623-6788）

司法書士による登記・法律無料相
談会

　相続、遺言、成年後見、不動産登記、
商業登記、多重債務等
日時 2月18日（木）13時15分〜 15時45分

（1組30分以内）
場所伏見区役所・深草支所・醍醐支所
定員区役所8組、支所各4組（予約優先、
先着順）
問合せ京都司法書士会（☎255-2566）

空き家相談員による不動産（空き
家等）相談
日時 2月2日（火）13時30分〜 15時50分

（1組40分以内）
場所深草支所1階相談室
定員 3組（1組2名まで）
申込み・問合せ相談日前日までに電話で市
まち再生・創造推進室（☎231-2323）へ

税
問合せ①④市税事務所市民税室（ 伏見区

（醍醐除く）担当☎746-5834 醍醐担当☎746-
5837）②③伏見税務署（☎641-5111）

①市・府民税申告の臨時窓口を区
役所・支所に開設
期間 2月1日（月）〜 3月15日（月）
※土日祝を除く
対象市内在住（1月1日現在）で、令和2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
＜申告不要の方＞
・ 令和2年分の所得税の確定申告をした

方
・ 令和2年分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
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、電話での相談と郵送での申告にご
協力ください。

無料

向島図書館�☎622-7001
◆テーマ図書�「お金について考える」

「むかしばなし」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
※おたのしみ会、赤ちゃん絵本の会は
来館又は電話で同図書館へ要申込み
（先着5組）。

醍醐図書館�☎572-0700
◆テーマ図書�「スイーツ」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
◆テーマ図書�「甘いもの大好き」「お菓
子大好き」「せつぶん」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
※赤ちゃん絵本の会は来館又は電話で
同図書館へ要申込み（先着5組）。
移動図書館
「こじか号」巡回�☎801-4196

日 時 場 所
1月21日（木）
2月18日（木）

10時〜10時50分 桃山南小学校
11時30分〜12時 納所小学校

2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

図書館

無料・申込不要

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第３０１号　　令和３年１月１5日　（4）再生紙・植物油インクを使用しています。
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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）ウィット ( ☎ 072-668-3275)　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


