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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～

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
5月  8日（土）9〜 11時 深草支所
5月15日（土）9〜 11時 竹田小学校
5月29日（土）9〜 11時 大淀中学校
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）
令和3年度移動式拠点回収事業
　学校や公園に出向き、資
源物（紙パック等）を回収す
る移動式拠点回収事業。詳
細は、問合せ先に設置のチ
ラシ又は市ホームページで。

移動式拠点回収事業 検索

問合せ伏見まち美化事務所（☎601-7161）、
山科まち美化事務所（☎573-2457）、エコま
ちステーション（伏◯☎366-0196 深◯☎366-
0198 醍◯☎366-0311）
5月は赤十字運動月間です
　日本赤十字活動は皆さまの寄付金により
支えられています。ご協力をお願いします。
問合せ まちづくり推進担当（伏◯☎611-
1144 深◯☎642-3203 醍◯☎571-6135）

②令和3年度後期高齢者医療保険料
　令和3年度の保険料額は、対象者へ7
月に送付します。
ア　特別徴収（年金からの引落し）の方
　令和3年4・6・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）。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月から6月の納付はありません。

③保険料の夜間納付相談�申込不要
　仕事等で昼間に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 4月20日（火）、26日（月）17時〜 19
時30分
場所区役所・支所保険年金課

④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で困難な
方は、全額又は一部が免除される場合が
あります（要申請）。
　また、前年所得が基準以下の学生の方
は、納付が猶予されます（要申請・学生証
等必要）。令和2年度学生納付特例が承認
された方で、引き続き申請される方は、
日本年金機構から送付された申請書を令
和3年4月中に返信してください。

保　健

【施設検診】胸部（結核・肺がん）、
大腸がん検診
※いずれも祝日の実施なし。
◆胸部（結核・肺がん）検診
伏見区役所：通年第1・2・3月曜日
深草支所：通年第1・3火曜日
醍醐支所：通年第1・2・4木曜日
受付 9時〜 10時30分
対象 40歳以上（65歳以上の方は感染症法
により年1回の胸部検診の受診が義務付
けられています。）
費用無料（喀痰検査は1000円）
※免除制度あり
◆大腸がん検診
※検査容器は事前に入手してください。
伏見区役所：通年火・水曜日
深草支所：通年水曜日
醍醐支所：通年金曜日
受付 9 〜 11時　対象 40歳以上
費用 300円　※免除制度あり
※例年、伏見区役所で実施している胃が
ん検診は、今年度から実施しません。（巡
回検診車による胃がん検診を予定してい
ます。）
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-1162 深◯
☎642-3876 醍◯☎571-6747）

要事前申込

申込不要

相　談
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に関する問合せ京都いつでもコール（3
面上部参照）
①弁護士による京都市民法律相談
日時 4月21日、28日、5月12日、19日、
26日、6月2日、9日（いずれも水曜）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
申込み相談日の週の月曜9時〜当日14時
45分に、来庁又は電話で問合せ先へ
②行政相談委員による無料行政相談
� 申込不要
日時 4月20日（火）、5月18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
日時 5月6日（木）13時30分〜 15時50分
（1組40分以内）
場所伏見区役所1階相談室
定員 3組（1組2名まで）
申込み 4月15 〜 28日に氏名、電話番号、
日時、会場、相談物件の住所、相談概要
を問合せ先へ

保険年金
①②に関する問合せ 保険年金課資格担当 
（伏◯☎611-1864 深◯☎642-3809 醍◯☎571-
6568）
③に関する問合せ 保険年金課徴収推進担
当（伏◯☎611-1871 深◯☎642-3813 醍◯☎571-
6568）
④に関する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）
①�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）。

無料

福　祉

令和3年度介護保険料通知書を送付
　4月下旬までに65歳以上の方へ前年度
の市民税をもとに仮計算した介護保険料
の通知書を送付します。
　通知書に納付書がついている方は、期
限までに金融機関等で納付してください。
　平成31年中に一時的な所得があり、令
和2年度の保険料が増加した方は、8月の
特別徴収額を変更できる場合があります。
※5月中に問合せ先へ要申請。（令和2年
中の収入が分かる書類が必要）
問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2278 深◯
☎642-3603 醍◯☎571-6471）
子育て支援短期利用事業の実施箇
所を拡大
　子育て家庭で保護者が疾病、出産、冠婚葬祭、
出張等で一時的に子どもの養育が困難となっ
た場合や育児のリフレッシュとして、児童養護
施設等で児童を預かる①ショートステイ事業と
②トワイライトステイ事業を実施しています。
　4月中に、新たに1箇所実施箇所を拡大
し、区内2箇所で実施中。
養育期間①最大6泊7日②17 〜 22時
場所市内にある児童養護施設、乳児院等
対象①小学生以下②小学生
費用①2歳未満：5350円/日、2歳以上：
2750円/日②750円/日（ひとり親世帯、
市民税非課税世帯、生活保護世帯等に対
する減免制度あり）
※別途、食費相当額が必要。
申込み・問合せ来所又は電話で子どもはぐ
くみ室（伏◯☎611-1163 深◯☎642-3879 醍◯☎
571-6748）へ

イベント・その他

「らくなん進都」に関するお知らせ
申込み・問合せいずれも詳細は、伏見区役
所等で配布中のチラシ又は市ホームペー
ジを確認のうえ、市まち再生・創造推進
室（☎222-3503）へ
◆土地所有者奨励金制度
　らくなん進都（市南部の油小路通沿道を中
心とした地区）内の土地所有者で、本社、事務
所、工場などの用途で使用する企業へ売却、
賃貸等される方（要件有）に奨励金を交付。
奨励金売却金額の4.75％、又は固定資産
税等相当額　※金額上限有
募集期間令和4年3月31日まで（必着）
◆無料駐輪場の利用者を募集中！
　自転車からバスへの乗り継ぎに便利な登
録制無料駐輪場の利用者を募集中。誰でも
簡単に登録可能です。（先着順）
場所京都パルスプラザ前（竹田鳥羽殿町5）

国
道
１
号

津知橋通

京都
パルスプラザ

駐輪場

油
小
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通

オンライン環境の整った個室を貸
し出します！ 無料
　オンラインで授業や就職活動を行う学生に、
オンライン環境の整った個室を貸し出します。
日時 10時〜 20時30分（1名90分以内）
※水日祝を除く
場所伏見青少年活動センター（鷹匠町39-2）
対象市内に在住又は通勤・通学の13〜30歳の方
定員 1名（先着順）
申込み・問合せ来所又は電話で同センター
（☎611-4910）へ

無料

脱炭素社会の実現に向けて、ご来庁の際は公共交通機関のご利用をお願いします。

向島図書館�☎622-7001
◆ え の ひろば�「春の作品展（一般公
募）」5月1日（土）〜 27日（木）
◆テーマ図書�「憲法」「がいこくのえほん」5月中
子ども読書の日記念事業
◆おたのしみ会�4月24日（土）11時
◆おたのしみ会�5月1日（土）11時
◆赤ちゃん絵本の会 5月14日（金）11時
※子ども読書の日記念事業、お楽しみ
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（先着各5組）。
醍醐図書館�☎572-0700
◆テーマ図書�「ガーデニングを楽しも
う」「憲法月間関連図書」5月中
子ども読書の日記念事業
◆おたのしみ会�4月24日（土）10時30分
◆赤ちゃん絵本の会�5月7日（金）10時30分
久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書�「憲法月間関連図書」「お
茶でほっこり」「冒険―未知の世界
へ―」「とり」5月中
子ども読書の日記念事業
◆おたのしみ会�4月24日（土）15時
◆赤ちゃん絵本の会�5月14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（先着各5組）。
移動図書館
「こじか号」巡回�☎801-4196

日 時 場 所

5月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27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

図書館 無料・
申込不要
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