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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～

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。

伏見西部第三地区土地区画整理審
議会委員選挙のお知らせ
　8月16日現在、同地区内の土地を登記さ
れている所有者、借地権者及び未登記で借
地権申告をされた方が選挙人名簿に記載さ
れます。立候補・投票は記載の方が対象に
なるため、縦覧期間中にご確認ください。
　また、土地等を共有又は、法人で所有
の場合は、お問い合わせください。
日時①選挙人名簿縦覧期間8月26日（木）
〜 9月8日（水）
②立候補受付期間9月22日（水）〜10月1日（金）
①②いずれも8時30分〜 17時15分
※②のみ土・日・祝日を除く
投票日 10月31日（日）
場所南部区画整理事務所（下鳥羽但馬町134）
問合せ同事務所（☎601-6181）

令和3年度移動式拠点回収事業について
　令和3年度の移動式拠点回収事業（資源
物回収）が行われています。
　詳細は、問合せ先に設置
のチラシ又は市ホームペー
ジで（右記より）。
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）

保　健

高齢者インフルエンザ予防接種
〜費用軽減措置は郵送又はインタ
ーネットで受け付けます〜
期間 10月15日（金）〜 1月31日（月）
実施場所協力医療機関（要予約）
対象接種日時点で①65歳以上②心臓・腎
臓・呼吸器の機能障害又はＨＩＶにより免
疫機能に障害のある60〜 64歳
費用 2,000円
※市民税非課税の方等への軽減措置有
軽減措置の申込み 9月1日から1月14日ま
でに医療機関、区役所、京都市内の郵便
局(簡易郵便局を除く）及びJTB店舗(一
部を除く)等に配架の申請用紙を郵送で
市高齢者インフルエンザ予防接種郵送申
請事務センターへ。市ホームページから
も申請可能。（区役所・支所では受付不可）。
問合せコールセンター（0570-000-774）
※9月1日から開設。平日8時30分〜17時

献血にご協力を
日　時 会　場

9月10日（金）
10時〜12時30分

日野小学校
13時30分〜15時

9月15日（水）
10時〜11時30分 深草支所

13時30分〜15時30分 桃山南小学校

問合せ健康長寿推進課（伏◯☎611-2268 深◯
642-3494 醍◯571-6144）

福　祉

各種手当の届出をお忘れなく
　届出がない場合は、8月分以降の手当
が受けられなくなりますので、ご注意を。

手当の種類 提出書類
① 児童扶養手当 現況届
② 特別児童扶養手当 所得状況届

③
特別障害者手当、障害
児福祉手当、経過的福
祉手当、外国籍市民重
度障害者特別給付金

現況届

締切①8月31日②③9月13日
問合せ ①子どもはぐくみ室（伏◯☎611-
2391 深◯☎642-3564 醍◯☎571-6392）
②③障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 深◯☎
642-3574 醍◯☎571-6372）

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 8月18日、25日、9月1日、8日、15
日、22日、29日、10月6日、13日
13時15分〜 15時15分（1組20分以内）
※毎週水曜日に実施
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（祝日を除く）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 8月17日（火）、9月21日（火）13時30
分〜 15時30分
※毎月第3火曜日に実施
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 9月①2日（木）②7日（火）13時30分
〜 15時50分（1組40分以内）
場所①伏見区役所②深草支所・醍醐支所
定員各所3組（予約制）※1組2名まで
申込み 8月17日〜①29日②9月3日まで
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

国民健康保険、後期高齢者医療か
らのお知らせ
　入院や外来受診により高額な自己負担
が見込まれる方は、申請により「限度額
適用認定証」等を交付しますので、保険
証と併せて医療機関にご提示ください。

ア�　毎月一つの医療機関における支払額
が自己負担限度額までとなります。
イ�　入院時の食事代が減額されます（市
民税非課税世帯の方に限ります）。
　※70歳未満の方で保険料を滞納してい
る場合、アの交付が受けられない場合が
あります。
　また、70歳以上の方は、所得状況によ
って申請が不要な場合があります。
問合せ 保険年金課（伏◯☎611-1875 深◯☎
642-3826 醍◯☎571-6529）

無料

福祉医療制度をご利用ください
　医療保険加入者を対象に、医療費等の
自己負担額を全額支給又は軽減する制度
があります（所得制限あり）。適用を受け
るには申請が必要です。
①ひとり親家庭等医療
対象㋐父又は母のいない児童（18歳到達
後の年度末まで）
㋑㋐と生計を一にする親
㋒両親のいない児童と、その児童を扶養
する20歳未満の方
②重度心身障害者医療③重度障害老人健
康管理費
対象重度の障害（※）がある方、かつ③は
後期高齢者医療の被保険者
※1級又は2級の身体障害者手帳や療育
手帳A判定をお持ちの方等
④老人医療
対象 65 〜 70歳未満の方（所得以外に世
帯状況の制限あり）
申請先・問合せ
①子どもはぐくみ室（伏◯☎611-2391 深◯☎
642-3564 醍◯☎571-6392）
②障害保健福祉課（伏◯☎611-2392 深◯☎
642-3574 醍◯☎571-6372）
③保険年金課（伏◯☎611-1875 深◯☎642-
3826 醍◯☎571-6529）
④健康長寿推進課（伏◯☎611-2278 深◯☎
642-3603 醍◯☎571-6471）

高齢者権利擁護なんでも相談会 無料
　介護や福祉サービス、成年後見、詐欺、
遺言などでお悩みの方に、弁護士、司法書
士、社会福祉協議会、地域包括支援センタ
ーの社会福祉士などが相談を承ります。
日時 9月14日（火）13時30分〜 15時30分
場所伏見区役所1階ホール
問合せ京都市桃山地域包括支援センター
（☎605-4707）

イベント・その他

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業
　石油類や薬品などの「有害・危険ごみ」
や、紙パックなどの「資源物」を、以下の
とおり回収します。
　詳細については、問合せ先に配架のチ
ラシ又は市ホームページの「有害・危険ごみ
等の移動式拠点回収事業」をご覧ください。
日時・場所 9月18日（土）9〜11時　久我東
第三公園
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）
質量計（はかり、ひょう量500kg以下）
定期検査� 有料・申込不要
　取引・証明に使用される質量計は2年に
1回、定期検査を受けなければなりません。
※�家庭用のヘルスメーター、キッチンス
ケール等は対象外

日時（10時〜） 場所

8
月

17日（火） 〜14時 稲荷小学校
19日（木） 〜14時 明親小学校
20日（金）〜14時30分 伏見住吉小学校
23日（月）〜14時30分 竹田小学校
24日（火）〜14時30分 向島小学校
26日（木）〜14時30分 伏見中学校
27日（金）〜13時30分 横大路小学校
30日（月）〜14時30分 伏見南浜小学校
31日（火） 〜14時30分 深草小学校

9
月

2日（木） 〜14時 藤ノ森小学校
3日（金） 〜13時30分 神川小学校
6日（月） 〜14時 石田小学校
7日（火） 〜14時 下鳥羽小学校
9日（木） 〜13時30分 醍醐小学校
13日（月） 〜14時 桃山東小学校
14日（火） 〜14時30分 砂川小学校

問合せ京都府計量協会（☎415-3166）

向島図書館�☎622-7001
◆えのひろば�「野の百合保育園」8月
21日（土）〜 9月2日（木）、「二の丸保育
園」9月4日（土）〜 9月16日（木）
◆テーマ図書�「むしのせかい」「夏休み
課題図書」「平和関連」8月中
◆夏休みチャレンジ30�貸出スタンプ
をためて、記念品をもらおう!（中学生
まで）
◆おたのしみ会�9月4日（土）11時〜
◆赤ちゃん絵本の会�9月10日（金）11時〜
※「おたのしみ会」「赤ちゃん絵本の
会」は、電話又は来館で同図書館へ要
申込（先着5組）

醍醐図書館�☎572-0700
◆夏のわくわくコンサート�8月21日
（土）10時30分〜
◆赤ちゃん絵本の会�9月3日（金）10時
30分〜
◆テーマ図書�「食欲の秋」「認知症を知
ろう！」9月中

久我のもり図書館�☎934-2306
◆テーマ図書�「夏バテ解消」「空を見あ
げて」「おつきさま」9月中
◆おたのしみ会�8月28日（土）15時〜
◆赤ちゃん絵本の会�9月10日（金）11時〜
※赤ちゃん絵本の会は、電話又は来館
で同図書館へ要申込（先着5組）
移動図書館
「こじか号」巡回�☎801-4196

日�時 場�所

8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
9月16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

9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

図書館 無料
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