
伏見区役所　〒612-8511 鷹匠町39-2 ☎611-1101（代）　℻611-4716
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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。

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～

墨染交響楽団ベートーヴェンイヤー
2020記念コンサート 無料
日時 3月12日（土）14〜 16時
場所呉竹文化センター（京町南7-35-1）
対象小学生以上　
定員 270名
申込み 2月20日から同センターで整理券
を配布※お一人様2枚まで（先着順）
問合せ同センター（☎603-2463）

世界のイベント体験「イースター」
� 申込不要・無料
　みんなで卵に絵を描いてみよう！
日時 3月12日（土）①15時②16時30分
対象市内に在住又は通勤・通学の中学生
〜 30歳の方
定員各回10名（当日先着順）
場所・問合せ伏見青少年活動センター（鷹
匠町39-2、☎611-4910）

伏見区基本計画推進区民会議の委
員を募集
　伏見区のまちづくりについてご意見を
いただく委員を募集します。
募集人数若干名（選考有）
任期令和4年4月1日から2年間
応募方法区ホームページを確認の上、2
月28日（必着）まで
問合せ企画担当（伏◯☎611-1295）

②所得税・復興特別所得税の確定申告
期間 2月16日（水）〜 3月15日（火）※土日
祝を除く
場所伏見税務署別館1階
※要入場整理券（オンラインで事前発行
可）
対象事業又は不動産所得等のある方、医
療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別
控除等の申告をされる方など
確定申告には、e-Taxをご利用ください。
（国税庁�確定申告書等作成コーナー）
※e-Taxの送信にはマイナ
ンバーカード又はID・パス
ワードが必要です。

③令和4年度市・府民税の変更点
確定申告書の住民税に関する事項について
　配当等や株式等の譲渡益について、所
得税で申告し、市民税・府民税ではそれ
ら全ての所得を申告しない場合は、確定
申告書第2表住民税に関する事項の「特定
配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申
告不要」欄に〇をすると、市民税・府民税
の申告書の提出が不要になりました。
住宅ローン控除の拡充・延長、セルフメ
ディケーション税制の適用期間延長
　令和3年1月1日〜令和4年12月末日の
入居者で要件に該当する方は、所得税で
引ききれなかった住宅ローン控除を市・
府民税から控除できます。
　セルフメディケーション税制適用期間
が、令和9年度市・府民税まで延長されま
した。

保　健

胸部（結核・肺がん）検診
日時伏見区役所：3月第1・2月曜日
深草支所：3月第1・3火曜日
醍醐支所：3月第1・2・4木曜日
※いずれも9時〜 10時30分の予約制
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1,000円）
申込み電話又は来所で健康長寿推進課 
（伏◯☎611-1162 深◯☎642-3876 醍◯☎571-
6747）へ

「伏見区地域保健推進協議会」の委
員を募集
募集人数 2名　　任期 4月1日から2年間
応募資格・方法区ホームページで応募資格
等を確認の上、応募用紙を2月24日（必
着）までに問合せ先へ
問合せ健康長寿推進課（伏◯〒612-8511鷹
匠町39-2、☎611-2268）

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
日時毎週水曜（祝日を除く）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（祝日を除く）〜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 2月15日（火）、3月15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 3月①1日（火）②3日（木）13時30分
〜 15時50分（1組40分以内）
場所①深草支所・醍醐支所②伏見区役所
定員各所3組（予約制）※1組2名まで
申込み 2月15日〜①25日②27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

税
問合せ①③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）②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〜 3月15日（火）※土日祝を除く
対象市内在住（1月1日現在）で令和3年中
の所得金額が市・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〉㋐令和3年分の所得税の
確定申告をした方㋑給与所得のみで、勤
務先から給与支払報告書が提出された方
感染拡大防止のため可能な限り電話で
ご相談、郵送での提出をお願いします。

無料

福　祉

児童扶養手当・特別児童扶養手当
について
①児童扶養手当
　ひとり親家庭等に対し、請求月の翌月
分から支給（所得等の制限有）。

全部支給 一部支給
児童1名 43,160円 10,180円〜 43,150円
児童2名 53,350円 15,280円〜 53,330円
※以降は、1名につき3,060円〜 6,110円
が加算
②特別児童扶養手当
　中程度以上の知的・精神・身体障害があ
る20歳未満の児童を育てている家庭に対
し、請求月の翌月分から支給（所得の制
限有）。
1級：52,500円、2級：34,970円
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）

障がい児者の地域生活を考える伏見区民のつどい・
2022「下手くそやけどなんとか生きてるねん。」〜
薬物・アルコール依存症からのリカバリー〜 無料
　みんなで支え合い暮らしやすい伏見区
になるよう、学び考えるシンポジウムを
開催。
日時 3月1日（火）13時30分〜 16時
場所伏見区役所1階　ホール
定員 60名（オンライン参加可）
申込み・問合せ 2月25日までに氏名、メー
ルアドレス、電話番号、手話通訳・要約
筆記の有無を南部障害者地域生活支援セ
ン タ ー「 か け は し 」（ ☎605-5752、
FAX605-5465、 nanbu202103@gmail.
com）へ

「子どもの成長、発達に寄り添う〜
関わりの中で大切なこと〜」 無料
　伏見区本所地域子どもネットワーク連
絡会では、子育てに関する講演会を開催
します。
日時 3月4日（金）10時30分〜 11時45分
場所呉竹文化センター（京町南7-35-1）
講師京都少年鑑別所　精神科医　定本ゆ
きこ氏
定員 200名（先着順）※保育はありません
申込み 2月25日までに電
話又は右記の申込みフォ
ームへ
問合せ 子どもはぐくみ室 
（伏◯☎611-1163）

イベント・その他

早期解決！賃貸住宅の困りごと�
相談 無料
日時 2月28日（月）13時〜 15時45分　
（1組30分）
場所伏見区役所
定員 8組（先着順）
※1組2名まで
申込み・問合せ 2 月 2 0日〜
27日に氏名、ふりがな、電話番号、住所
を記載して電話（☎744-1670）又はFAX
（744-1637）、上記の申込みフォームで京
安心すまいセンターへ

向島図書館�☎622-7001
◆えのひろば�向島東中学校2月9日
（水）〜 27日（日）
◆テーマ図書�「むかしばなし」「日本の
伝統芸能」2月中
◆おたのしみ会�3月5日（土）11時〜
◆赤ちゃん絵本の会�3月11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申込み
（先着5組）
臨時休館：2月28日（月）〜3月2日（水）

醍醐図書館�☎572-0700
◆赤ちゃん絵本の会�3月4日（金）10時
30分〜
◆テーマ図書�「新生活応援」3月中
臨時休館：2月21日（月）〜23日（水・祝）

久我のもり図書館 ☎934-2306
◆テーマ図書�「さくら・サクラ・桜」「春
がきた」「おにんぎょう」3月中
◆おたのしみ会�2月26日（土）14時〜
◆赤ちゃん絵本の会�3月11日（金）11
時〜
※赤ちゃん絵本の会は、電話又は来館
で同図書館へ申込み（先着5組）

移動図書館
「こじか号」巡回�☎801-4196

日 時 場 所

3月17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

3月18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

市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第３１４号　　令和４年２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）ジチタイアド（☎ 092-716-1401）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。


