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中央公民館が、男性限定の料理教室を開きました。趣味として料理を楽しむ
人や、家族の看護・介護に備えて家事を覚えておきたいという人が増え、人気
を博しています。歯ごたえを考慮した食材の切り方や、素材の味を引き出す調
理法など、実践的な内容も。和気あいあいと、オムライスやサラダ、スープな
どを作りました。次回は３月２日㈬に開催予定です。
（12月２日、中央公民館で）
まちの姿

●12月１日現在 人口 80,666人・世帯数 35,286 ／ 65才以上 20,510人 ●11月 出生48人・死亡51人 ／ 救急車の出動 257回

長岡京市 この一年

2015回顧
「低炭素杯2015」で表彰された長岡第四小学校の
児童たち（２月14日、東京ビッグサイトで）

固い握手を交わす中小路市長（左）と小田前市長（右）
（１
月19日、市役所で）

１月

11日 市長選で中小路新市長初当選（19日初登庁）

２月

14日 「低炭素杯2015」で長岡第四小学校が「気象キャ
スターネットワーク最優秀地域・学校エコ活動賞」受賞

３月

１日 認知症による行方不明者情報を配信する「迷い
人情報メール」開始
９日 開田地区に車両のスピード抑制を図る「ゾーン
30」を指定
23日 名誉市民である故佐藤真如氏夫人から遺贈され
た居宅を改修し「あったかふれあいセンター」開設
29日 にそと高架下の下海印寺西条公園開園。同時期
に調子馬ノ池公園広場ゾーンや神足公園の勝龍寺城
土塁跡ゾーンも完成

４月

１日 市内に民間保育園が１カ所、小規模保育施設が３
カ所開園
15日～ 大阪成蹊大学芸術学部と市が協働で絵本を制作
するため、府内初のインターネットでのクラウドファ
ンディングで資金を募集（目標額の120万円を達成）
24日 （仮称）西代公園に隣接するヘリポートで、長岡
京消防署と京滋ドクターヘリとの合同訓練を実施

５月

上旬 阪急西山天王山駅に接続する高速バス停「高速
長岡京」の利用者が３万人を突破
26日 ４月１日から新教育委員会制度に移行後、総合
教育会議の初会合

６月

24日 市長と市民が気軽に話せる場として「対話のわ」開始
27日 バンビオの開館10周年記念イベントを開催
30日 ＰＣ・小型家電の回収リサイクルに関する協定
をリネットジャパン（株）と締結

７月
６日

が出場した女子サッカーワールドカップで、日本が
決勝に進出。市役所でパブリックビューイング開催

７日 市社会福祉協議会内に市災害ボランティアセン
ターを設置する協定を締結

15日 長岡京市防災情報お知らせメール開始
17日・18日 台風11号の影響により、市内６カ所に
避難所を開設。西部地域の6,400世帯、17,888人に
土砂災害に対する避難勧告を発令。東部地域の5,556
世帯、13,408人に洪水に対する避難準備情報を発令
22日 東部社会実験バス運行開始

８月

６日 インターハイバドミントン大会が市内で開催

９月

１日 子どもの医療費助成を拡大

10月

１日 地域包括支援センターが４カ所に増設
13日 市中心部のにぎわい創出のため発足した長岡天
神駅周辺まちづくり協議会を市まちづくり条例に基
づく協議会として認定
31日 恵解山古墳公園開園１周年を記念しシンポジウ
ムなどを開催

11月

８日 ガラシャ祭2015 当日祭
14日～ 友好都市の中国寧波市に長岡京市ブースを設

置。市長らが名産品などを PR
15日 長岡京記念文化会館で NHK BS 番組「みんな DE ど
ーもくん！」の公開収録

12月

11日 バンビオ10周年を記念して、市内初のプロジェ
クションマッピングを実施

ゴールキーパー

本市出身のサッカー選手
（ G K ）海堀あゆみさん
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平成27年度の一般会計当初予算は、前年度と
比較して5.9％増の269億7,820万円でスタート
しました。上半期終了時点の９月末の予算総額

27

年度上半期

27,9

平成

市財政の
状況を
公表します

情報ワイド

は、前年度からの繰越事業費と3回の補正をあ
わせて、279億7,161万5,000円となりました。

❖一般会計の予算執行状況（27年９月末現在）＊単位（万円）未満を四捨五入しています。
❖❖❖主な歳入（収入）❖❖❖
市

国庫支出金
市

❖❖❖主な歳出
（支出）
❖❖❖

121億7,583万円
  79億4,332万円（65.2％）
43億3,970万円
18億8,838万円（43.5％）

税

総務費

17億4,400万円
15億3,556万円（88.0％）

地方交付税
府支出金

17億2,248万円
２億905万円（12.1％）

地方消費税交付金

13億2,200万円
９億141万円（68.2％）
９億849万円
９億849万円（100.0％）

繰越金
分担金及び負担金

５億14万円
２億1,978万円（43.9％）

諸収入

４億594万円
9,119万円（22.5％）

繰入金

３億7,957万円
０万円（0.0％）

使用料及び手数料

３億5,044万円
２億1,440万円（61.2％）

地方譲与税

１億2,700万円
3,783万円（29.8％）
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26億6,309万円
  4億3,296万円
（16.3％）

土木費
総額
279億
7,162万円

公債費

21億3,910万円
９億9,869万円
（46.7％）

衛生費

21億3,511万円
８億4,893万円
（39.8％）
９億7,190万円
４億4,947万円
（46.2％）

消防費

80
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１億5,493万円
０万円
（0.0％）
１億1,969万円
4,189万円
（35.0％）

農林水産業費

140

支出済額
96億2,394万円
（34.4％）

３億1,220万円
１億7,026万円
（54.5％）

議会費
予備費

予算現額
収入済額（収入率）

総額
279億
7,162万円

３億7,228万円
２億3,483万円
（63.1％）

商工費

収入済額
140億9,575万円（50.4％）

60

45億9,501万円
12億4,804万円
（27.2％）
31億8,610万円
10億3,738万円
（32.6％）

教育費

36億7,660万円
０万円
（0％）

債

112億1,219万円
  40億6,999万円
（36.3％）

民生費
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❖ 主な事務事業 ❖
■民生費 40億6,999万円
▷公立保育所の改修 ▷民間認可保育園に対する運営助
成 ▷民間老人福祉施設等の整備に対する助成 ▷障が
い者の自立支援

▷こどもの医療費助成

■総務費 10億3,738万円

▷地域コミュニティの活性化 ▷防災備蓄
物資等の整備 ▷住宅耐震改修等への助成

進

▷地域の学校教育支援体制の推進

■衛生費 ８億4,893万円
▷西山の保全に向けた取り組み
▷休日や夜間の医療体制の確保
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●歳入（収入）

9

■消防費 ４億4,947万円
▷乙訓消防組合への負担金

月末までに予算の ・ ％、１ ０
億9575万円が収入済みです。金額の
多い順では、市税 億4332万円、国
庫支出金 億8838万円、地方交付税
億3556万円、繰越金 億849万
円、地方消費税交付金 億141万円な
どとなっています。
府 支 出 金 や 繰 入 金、 市 債 な ど で 収 入
率が低くなっているのは、その多くが
事業の完了に合わせて年度末や 年
月 日～ 月 日（出納整理期間）に収
入されるからです。

96

●歳出（支出）

月 末 ま で に 予 算 に 対 し ・ ４ ％、
億2394万円を支出しました。金額
順では、民生費、教育費、総務費、公債
費、衛生費、消防費などです。商工費で
は、プレミアム付商品券事業に対する商

工会への補助などにより、前年度比で支

出額が増加しています。建設事業費など
が主となる土木費は、工事の完成が年度

末となり出納整理期間中の支払いになる

ことが多いため、支出済額は低くなって
います。

広報長岡京 2015.12.15

詳しい財政公表資料は、市役所南棟

１階の「市民情報コーナー」や、各公

共施設の「行政資料展示コーナー」で

-

ご覧いただけます。

問財政課 財政係
☎９５５・９５４１
ＦＡＸ
９５１・５４１０

3

■教育費 12億4,804万円
▷放課後子ども教室の推進 ▷私立幼稚園や保護者に対
する費用助成 ▷小学校施設の耐震化 ▷英語教育の推

情報ワイド

I n f o r m a t i o n !
Info!

年末年始のご案内

年末年始のごみ収集・急患・はっぴぃバス
ごみ収集
⃝燃えるごみ
１月１日㈷～１月３日㈰の収集はありません。

年末年始は、ごみの量が多いので収集時間が前後する
場合があります。必ず当日の午前８時までに、定められ
たごみステーションに出すようにしてください。
▶月・木曜日収集地域…年末は12月31日㈭まで。年始
は１月４日㈪から通常どおり収集します。
▶火・金曜日収集地域…年末は12月29日㈫まで。年始

は１月５日㈫から通常どおり収集します。
⃝どろ・し尿
12月29日㈫～１月３日㈰の収集はありません。

⃝死んだ犬や猫
時間外や閉庁日は、市役所北棟１階の「時間外受付窓口」

にご持参ください。手数料は１体につき2,000円です。
⃝資源物（分別収集）
12月26日㈯～１月４日㈪の収集はありません。各家

庭に配布している「ごみ減量のしおり」をご覧ください。
第２・４水曜日の資源ごみ収集地域は年末年始を挟み、
４週間あいてしまいますので、12月23日㈷に資源ごみ
の特別収集をします。
⃝粗大（有料）ごみ・臨時（一時多量）ごみ
予約制です。早めに受付センターへ予約してください。
12月29日㈫～１月３日㈰の受付業務はありません。
問環境業務課 業務第２係（分庁舎１）
☎ 955-9689 ＦＡＸ 955-9955
み よ ご み な い
受付センター ☎ 0120-34-5371

急患
（12月30日㊌〜１月３日㊐と日曜・祝日）
⃝内科・小児科…乙訓休日応急診療所 ☎ 955-3320
受付時間 午前９時30分〜午後４時（昼休憩あり）
向日市へ

小畑川

文

⃝外科…各当番医
受付時間 午前９時30分〜午後４時
＊当番医はテレホンサービス
（☎ 953-3900）でご確認く
ださい。受付時間は午前７時30分〜午後４時。
⃝子どもに関する夜間の医療相談
☎＃8000
（携帯電話可） ダイヤル回線は☎ 661-5596
受付時間は午後７時〜翌朝８時
土曜日は午後３時〜翌朝８時

Ｎ

長七小
国道171号へ

保健センター
乙訓休日応急診療所

年末年始もはっぴぃバス
⃝冬休み子ども無料乗車も！
12月24日㈭～１月６日㈬は、小学生以下の子ども無
料乗車を実施します。安全のため、小学３年生以下の子
どもは保護者同伴でご利用ください。
問交通対策課 交通政策担当 ☎ 955-3160 ＦＡＸ 951-5410

NEW YEAR

ください。

毎月 日は食育の日

2

食 育
シリーズ

お手軽朝食レシピ⑳

◆ 大根の豚肉ロール
（ 人分）
この時期、甘みを増す大根。お
でんに良し、田楽に良し、定番の
サラダはもちろん、何かと使いや
す い 食 材 で す。 今 回 は 大 根 の 甘 み
と豚肉の旨みのコラボが格別おい
しい一品。お弁当にもぜひ！

【作り方】
①大根を短冊に切り、ゆでるかレ
ンジで加熱し、豚もも肉で巻く
（一人４個）。

② フ ラ イ パ ン に 油 を 熱 し、 ① を こ

んがり焼く。肉に火が通れば A
を入れ、弱火でゆっくり煮てか

ら火を止める。

③器にゆでた小松菜と豚肉ロール
を盛りつけ、残った煮汁を注ぐ。

【バランスがよくなる組み合わせ例】

ごはん、具だくさんのキノコ汁、
果物。主食、たんぱく系食品、野
菜がそろうようにしましょう。
（健康推進課保健活動担当）

【材料２人分】
豚ももスライス…120g、大
根…80ｇ、植物油…小さじ１、
小松菜…80g、A（カレー粉
…少々、濃口しょうゆ…小さじ
2/3、水…100ml、塩…少々）



12月29日㈫～１月３日㈰、はっ
ぴぃバスが特別運行します。ルー
トや運賃、ダイヤはそのまま！年
末のお買い物や初詣などにご利用

19
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暮らしにまつわるお知らせ
Info!

あ

れ
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年末年始のご案内

公共施設案内予約システム 年末年始の運用について
年末年始の各施設の休館に伴い、施設予約システムの運用を次の通り変更しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

▷空き状況の照会は、どの
施設でも利用できます。

▷お問い合わせは各施設ま
でお願いします。各施設
の休業・休館日は本紙12
月１日号をご覧ください。

西山公園体育館、スポーツセンター、 ⃝12月28日㈪午前９時から来年１月５日㈫午前９
長岡公園テニスコート、中央公民館、 時まで、随時予約、抽選予約の申込を休止します。
中央生涯学習センター、
⃝１月５日㈫から申込再開となりますが、西山公
多世代交流ふれあいセンター
園体育館については通常の休館日となっていま
（長岡京こらさ）
す。ご注意ください。
産業文化会館

Info!

（休館日はお問い合わせに
お 応 え で き ま せ ん の で、

⃝12月28日㈪午前９時から来年１月４日㈪午前９
時まで随時予約・抽選予約の申込を休止します。

ご了承ください。）

年末年始のご案内

年末年始の市営浴場の営業
▷12月30日㈬…臨時休業 ▷12月31日㈭…午後３
時～９時営業 ▷１月１日㈷…休業 ▷１月２日㈯・３
日㈰…午後３時～９時営業 ▷１月４日㈪…通常営業
〈参考〉▶通常の定休日＝毎週木曜日、１月１日 ▶営
Info!

AET の英語コラム

クリスティーナ

Kristina 先生

この８月に来日。母方の祖母が日本
人で、10年前に来日経験も。バレー
ボールや旅行、食べ歩きが趣味です。

AET（英語

業時間＝午後４時30分～午後10時 ▶所在地＝長岡１
丁目47-8
問社会福祉課社会福祉・労政係（分庁舎３）
☎ 955-9516 ＦＡＸ 951-7739

指導助手

）の

Hello sh !
Engli

▶ Massachusetts has a lot of fun holidays like Patriots' Day, it commemorates the
＊
first battle of the American Revolutionary War. ▶ Patriots' Day is celebrated with
the running of the Boston Marathon, many citizens come to cheer on the runners
with food and drinks! ▶ Another fun holiday is the 4th of July, it celebrates
America's independence from England and many families celebrate with BBQs and
fireworks. ▶ Thanksgiving celebrates the harvest season, in the morning a large
parade is held in NYC and at night families have a large dinner with turkey and my
favorite pumpkin pie!
【日本語訳】▶マサチューセッツ州の祝日には、独立戦争初戦を記念するパトリオットデイ（愛
＊
国者の日 ）があり、ボストンマラソンが開催されます。▶市民は食べ物や飲み物をランナ

ーのために用意して、応援します。▶７月４日の独立記念日は BBQ や花火で祝います。▶
収穫を祝う感謝祭では、ニューヨークでパレードがあり、家族で七面鳥や、私も大好きな
カボチャパイのごちそうを食べます！
＊国の祝日のパトリオットデイ（９月11日）とは別の祝日。

Holiday in the US
アメリカの祝日

▶ In America holidays are a lot of fun! ▶ Halloween is very popular, especially with
children who 'trick or treat', but many people enjoy going to parties and wearing costumes.
▶ Christmas is also popular but as a family holiday, not really as a holiday with friends like
Halloween. ▶ Christmas is also a Christian religious holiday and while over 70% of
Americans are Christians there are other religions with other holidays, too. ▶ So when
December comes Americans usually say 'Happy Holidays!' instead of 'Merry Christmas!'

【日本語訳】▶アメリカの祝日はとても楽しいです。▶ハロウィンは「トリックオアトリート」
でお菓子をもらう子どもに人気ですが、大人もパーティや仮装で楽しみます。▶クリスマス
は友達と集まるハロウィンとは違い、家族で祝います。▶クリスマスはアメリカ人の70％超
を占めるキリスト教徒の祝日ですが、ほかの宗教には別の祝日があります。▶12月になると、
アメリカでは「メリークリスマス」より「ハッピーホリデイ」と言うことが多いです。
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コ ナ ー

Conor 先生

２年目になりました。趣味はバドミン
トンやラクロスなど。映画は宮崎駿監
督作品が好きです。

平成26年度

長岡京市職員の人事、給与のあらまし

職員の勤務条件は、議会の議決による条例や、それに基づく規則などで定めています。こ
のうち給与については職務と責任に応じ、生計費のほか国や他の地方公共団体、民間の給与な
どを考慮して決められます。

問職員課 人事・給与担当 ☎ 955-9662 ＦＡＸ 951-5410

  職員の任免・職員数

  服務上の義務・制限事項

①採用試験（平成27年４月１日採用）
の状況
職 種
事務

募集数 受験者（A） 合格者（B） 採用者 競争率（A/B）
12人
11人
8.7倍
10（9人） 104人
事務（社会人経験者） 人（1人） 53人
1人
1人
53.0倍
保健師
2人
5人
3人
2人
1.7倍
保育士
2人
1人
5.0倍
２（1人） 10人
保育士（社会人経験者） 人（1人） 15人
1人
1人
15.0倍
臨床心理士
1人
8人
1人
1人
8.0倍
栄養士
1人
8人
1人
1人
8.0倍
土木技師
5人
3人
3人
1.7倍
4 （2人）
土木技師（社会人経験者） 人（2人）
1人
1人
1人
1.0倍
建築技師
3人
12人
3人
2人
4.0倍
事務（身体障がい者対象）
1人
5人
1人
0人
5.0倍

②退職者数
定年退職 勧奨退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職 合
17人

ー

8人

ー

ー

1人

計
26人

＊退職者数には、他団体への派遣者や他団体への帰任者、再任用
職員、臨時職員、非常勤職員を含みません。
＊グラフ内の％は四捨五入しています。

③年齢別職員数

（平成26年４月１日現在）
50歳代
146人
（26.3％）

20歳代
144人
（25.9％）

40歳代
110人
（19.8％）

30歳代
153人
（27.6％）

10 歳代
2人
（0.4％）

合計
555人

④定員適正化の実績と今後の
定員管理計画

市の定員管理計画に基づき
職員数の削減を進めていま
す。年度ごとの計画人数と実
職員数は、下のグラフのとお
りです。平成26年度の職員
数 は555人、27年 度 の 職 員
数 も 目 標 値 よ り5人 少 な い
554人となっています。

（人）

▼定員管理計画と職員数の推移
（各年４月１日現在）

700 657 646
…計画人数
657 642 636 630 623
…実職員数
618 613
626 624
650
618 605
596
588
579 574 570 568 565 561 560 559
600
572 570 566 556 556 555 554
550
平成 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26

27（年度）

  勤務時間・勤務条件
●勤務時間
午前８時30分～午後５時15分。週38時間45分勤務

●年次有給休暇の取得状況
（平成26年１月〜12月）
１年につき20日。20日を限度に翌年へ繰り越し。
▷一般職員の平均取得日数…7.7日 ▷取得率…19.6％
●育児休業と部分休業の取得状況
（平成26年４月〜27年３月）
▷育児休業取得者…29人 ▷部分休業取得者…12人

●職務に専念する義務
研修の受講や、職務に関連のある他の公務員として職を兼
ねる場合などに、この義務を免除しています。
●営利企業などへの従事制限
公務に影響を及ぼさないなど一定の条件の下で、任命権者
の許可を得て営利企業などに従事することができます。例え
ば、市関係の外郭団体の役員を兼ねる場合や、国の統計調査
員を兼ねる場合などが該当します。

  研修
●研修制度の概要
より質の高い行政サービスを提供するため
に、多様な研修を行っています。例えば、管理・
監督職員へのマネジメント研修、一般職員へ
の専門研修、全職員への倫理研修などです。

  福利厚生
●職員の健康管理
法令などに基づき、健康診断、健康相談、保健指導などに
よる職員の健康管理を行っています。

●長岡京市職員厚生会に関する事項
地方公務員法では、事業主として行うべき福利厚生計画を定
め、実施することを義務付けています。勤労意欲の向上などを目

的に、人間ドックへの助成や貸し付け事業などを行っています。
▷会員数…602人 ▷掛金率…1,000分の4.2、負担金率
…1,000分の４ ▷１人当たり負担金…約１万5,040円／年
●公務災害
公務中の負傷や公務を起因とする病気、通勤途上で負傷し
た場合に、地方公務員災害補償法に基づき補償を行っていま
す。平成26年度の認定件数は次のとおりです。
▷公務災害認定者…６人 ▷通勤災害認定者…３人

  分限処分・懲戒処分
●分限処分者数（職員が職責を十分に果たせない場合など）
▷休職…３人。いずれも心身の故障による。
●懲戒処分者数（職員に義務違反があった場合など）
該当者なし。

  公平委員会に関する事項
▷勤務条件に関する職員からの措置の要求
…０件
▷不利益処分に関する職員からの不服申し立て…０件

  職員の給与の状況
■ 人件費・給与費（平成26年度普通会計決算）
①人件費の状況
歳出額（A）

②給与費の状況（職員数は平成26年４月１日現在）
人件費（B）

人件費率
（B/A）

274億3,775万円 49億5,825万円 18.0％

給
与
費
1人当たり
給与費（B/A）
給 料
職員手当
期末・勤勉手当
計（B）
495人 19億4,916万円 5億1,263万円 7億3,678万円 31億9,858万円 646万円

職員数
（A）

＊普通会計から除かれる、水道、国民健康保険、公共下水道、介護保険、後期高齢者医療の各事業会計で給与を受ける職員分は含みません。
＊①の表中、人件費には特別職に支給される給料や報酬なども含みます。＊②の表中、職員手当には退職手当は含んでいません。
広報長岡京 2015.12.15
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  職員の給与の状況
（つづき）
■給

料（平成27年４月１日現在）

①初任給
区

②経験年数別・学歴別平均給料月額
分

長岡京市

京都府（参考）

国（参考）

区

分

経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

大学卒 26万8,091円 38万2,700円 41万1,004円
一般行政職
高校卒 22万2,200円 32万8,200円 36万8,800円

大学卒 18万800円 18万1,800円 17万4,200円
一般行政職
高校卒 14万6,500円 14万7,500円 14万2,100円

＊一般行政職とは、事務または技術部門の業務に従事する職員のうち、水道事業関係職員、税務事務従事職員、保健師、看護師などを除
いたものをいいます。給料の額は、税金や社会保険料を引く前のものであり、手取り額ではありません。

③職員の平均年齢、平均給料月額と平均給与月額（職種別）
▼一般行政職

▼技能労務職

平均給与月額
区 分 平均年齢 平均給料月額
国ベース
長岡京市 39.4歳 30万1,400円 41万5,966円 36万3,585円
国（参考） 43.5歳 33万4,283円
−
40万8,996円

区

分

平均給与月額
国ベース
32万7,900円 42万2,115円 38万3,700円

平均年齢 平均給料月額

長岡京市 49.4歳
国（参考） 50.2歳

28万9,141円

−

32万8,318円

＊平均給料月額は、職員の基本給の平均です。給料や給与の額は、税金や社会保険料を引く前のものであり、手取り額ではありません。
＊平均給与月額は、給料月額と、毎月支払われる扶養手当や地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計し
たもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされている額です。
＊国家公務員について公表される平均給与月額には、時間外勤務手当、特殊勤務手当など一部の手当の額が含まれていません。比較の
ために市職員の平均給与月額を同一方法で再計算したものが、
「国ベース」欄に記した額です。

■手

当（主なもの／平成26年度）
③特殊勤務手当

①期末・勤勉手当
長岡京市
【期末】
【勤勉】
６月期 1.225月分 0.675月分
12月期 1.375月分 0.825月分
計
2.6月分
1.5月分

国（参考）

本市と同じ

職制上の段階や職務の級などによる加算措置あり。

＊期末・勤勉手当とは、民間のボーナスに相当するものです。

②地域手当（平成27年４月１日現在）
支給対象地域 支給率
全域

12％

支給対象職員数

国の支給率（参考）

492人

16％

支給対象職員１人当たりの平均支給年額 33万4,348円

（26年度普通会計決算）

＊地域手当とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反
映させるための手当です。

手当の種類

代表的な手当の名称

支給を受ける職員の割合

５手当・12種類 清掃手当、税務手当
17.89％
支給対象職員１人当たりの平均支給年額 20万3,534円

④退職手当
（平成27年４月１日現在）
区

分

長岡京市

国（参考）

自己都合
勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続20年
20.445月分 25.55625月分
勤続25年
29.145月分 34.5825月分
勤続35年
41.325月分
49.59月分
本市と同じ
最高限度額
49.59月分
49.59月分
その他の
定年前早期退職特例措置
加算措置
（２％〜20％加算）
退職者1人当たりの平均支給額 2,013万円
−
＊１人当たり平均支給額は、26年度に退職した全職種の職員に支給
された平均額です。

■ 特別職の報酬など（平成27年４月１日現在）
①給料と報酬

②期末手当

区 分
給料
（報酬）月額
備
考
区 分
期末手当の支給率
備
考
90万1,600円
期末手当の額＝給料月額＋地域手
市 長
市 長
平成27年４月１日
74万6,400円
当（給料月額の12％）＋役職加算
副市長
副市長
水道事業管理者 66万5,000円
水道事業管理者 ６月期 1.475月分（給料月額と地域手当の15％）の
から適用
12月期 1.625月分 合計に、左記の月分を乗じた額
66万5,000円
教育長
教育長
52万円
期末手当の額＝報酬月額＋役職
議 長
議 長
計 3.1月分
平成10年４月１日
49万円
加算
（報酬月額の15％）の合計に、
副議長
副議長
から適用
45万円
左記の月分を乗じた額
議 員
議 員
＊平成27年4月1日以降、水道事業管理者は任命していません。

③退職手当

＊特別職の報酬など
区 分
退職手当額
は、長岡京市議員
市 長
給料月額 ×100分の600× 在籍年数
報酬等審議会の審
副市長
給料月額 ×100分の350× 在籍年数
議をふまえ決定さ
水道事業管理者
れています。
給料月額 ×100分の300× 在籍年数
教育長

【さらに詳しく知りたい】
公表資料は、12月下旬から市役所南棟１
階の「市民情報コーナー」でご覧いただけま

す。市のホームページにも掲載します。
【検索方法】
市ホームページ⇨「市政情報」⇨「組織・
人事」⇨「職員数と人事・給与の状況」
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情報BOX

●情報 BOX は、
11 ページから始まります。

国民健康保険料
納め忘れはありませんか

保険料は、国民健康保険の重要な
財源です。納め忘れがないか確かめ
てください。事情があって納付が難
しい人は、窓口でご相談ください。

国民年金保険料
納め忘れはありませんか

国民年金の ｢老齢基礎年金｣ を受
けるためには､ 保険料を納めた期間
と免除期間などを合わせて25年以
上必要です。納め忘れがあると､ 老
後の保障となる ｢老齢基礎年金｣ の
ほかに、万一の事故や病気のときの
｢障害基礎年金｣ や「遺族基礎年金」
が受けられなくなることがありま
す。納付が難しい人には免除
（全額・

4分 の3・ 半 額・4分 の1) 制 度 が あ
り ま す。30歳 未 満 の 若 年 者 に は､
申請者本人とその配偶者のみの所得
で審査する「若年者納付猶予制度」
もあります。納付に困ったら未納の
ままにせずご相談ください。
問医療年金課国民年金係
☎ 955-9512

FAX 951-5410

傍聴しませんか 障がい者ネット
ワーク連絡調整チーム会議

▶日時・場所＝来年1月14日㈭午
後1時30分から、乙訓福祉施設事務
組合 ▶定員＝抽選で5人程度 ▶
内容＝情報交換と課題検討 ▶申込
＝1月13日 ㈬ 午 後5時 ま で に 電 話、
FAX、電子メールで下記へ。12月
24日㈭受付開始 ▶手話通訳・要
約筆記を希望する人は1月7日㈭ま
でに下記へ
問障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎３）
☎ 955-9549

FAX 952-0001

きょうと婚活応援センター
ＯＰＥＮ！

京都府では、1人の女性が一生で
産む子どもの平均数をあらわす「合
計特殊出生率」が東京都に次いで3
年連続ワースト2位となっています。
そんな中、結婚を希望する独身の
方の婚活を応援するとともに、府民
が婚活に前向きに取り組める場を提
供 す る た め、 京 都 府 が10月10日、
京都市中京区に「きょうと婚活応援
センター」を開設しました。
婚活イベントや、ボランティアで

出会いから結婚までをサポートする
「婚活マスター」の紹介などにより、
出会いの場を提供します。利用には
会員登録が必要です。
問きょうと婚活応援センター
☎ 222-1158
（開設時間は火～土曜日
（日曜・祝
日除く）の午前11時～午後７時）
konkatsu@pref.kyoto.lg.jp
きょうと婚活応援センター

検索

その他

国民健康保険課管理係
☎ 955-9706 FAX 951-1929

なお、相続税・贈与税
（国税）に関しては右京税務署
（☎311-6366）まで、
不動産取得税（府税）に関しては西府税事務所（☎326-3348）までお問い合
わせください。

集

で納付することができます。
●国保の加入・脱退は14日以内に！
国保への加入・脱退の届けは14
日以内に行ってください。届け出が
遅れると、保険料をさかのぼって請
求されたり、医療費が全額自己負担
になることがあります。
問資格・給付に関すること
国民健康保険課国保係
☎ 955-9511 FAX 951-1929
保険料に関すること

に登記ができない場合や賦課期日
（1月1日）までに相続登記が完了されない
場合は、
「相続人代表者指定届」をご提出いただくことになりますので、
下記までご連絡をお願いします。

募

12月24日㈭・25日㈮
＊平日の午後5時以降や土・日曜日、
祝日でも納付書をお持ちであれ
ば、市役所北棟1階「時間外受付」

A. 固定資産税・都市計画税に関しては、法務局で必要な登記を行ってい
れば、市役所で必要となる手続きは特にありません。ただし、速やか

イベント

役所北棟1階）にて、夜間窓口を開
設します。ご利用ください。
夜間窓口
（午後５時～午後８時）

Q. 固定資産の所有者が亡くなり、相続することになりました。必要な手続き
はありますか？

座

なお、口座振替済通知書は送付し
ませんので、必要な人は下記へご連
絡ください。
●夜間窓口を開設しています
下記の日時に国民健康保険課
（市

問課税課 資産税係 ☎ 955-9508 FAX 951-5410

講

●今年度から保険料の納付額をお知
らせします
来年1月下旬に「国民健康保険料
納付確認書」を送付します。平成
27年中に納めた保険料は、全額社
会保険料控除として申告できます。
納め忘れがあれば、今年中に納めま
しょう。納め忘れがない口座振替が
おすすめです。

市民税Ｑ＆Ａ（質問と答え）

固定資産税の償却資産申告
１月末までに

償却資産を所有している人は、毎
年1月末までに申告してください。
償却資産とは、会社や個人で工場や
商店などを経営している人が、事業
に使用するために保有している構築
物・ 機 械・ 備 品 な ど（業 務 用 設 備、
看板、パソコンほか）のことです。
＊申告用紙は下記でお渡しします。
前年度に申告した会社などには、
12月中旬頃に郵送しています。
問課税課資産税係
☎ 955-9508 FAX 951-5410

公共施設の予約や確認
◦３月使用分

当選の確認…12月15日㈫～ 25日㈮
申請の締切…12月25日㈮
＊各施設の休館日にご注意ください。
＊申請には利用料金が必要です。
◦お問い合わせは、各公共施設へ
長岡京市

検索

広報長岡京 2015.12.15
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東部社会実験バス
「おでかけマップ」作製しました

東部社会実験バスの利用者の皆さ
んと、ワークショップでアイデアを
出し合い、実験バス沿線のおすすめ
スポットなどを紹介する「おでかけ
マップ」を作りました。市ホームペ

講

ージに掲載しているほか、下記でも
配布しています。
みんなでどんどん利用して、東部
社会実験バスを本格運行につなげま
しょう。年末年始も運行します。初
詣は東部社会実験バスで！

座
イベント

問交通対策課交通政策担当
☎ 955-3160 FAX 951-5410

「みんなの自習室」
始めました

バンビオの空き施設を自習室とし
て有料で開放します。受験や資格試

募

験の勉強などにご利用ください。日
程など詳細は下記へ。
▶開放日＝週1 ～ 2回 ▶対象＝
中学生以上（先着10人） ▶料金＝3
時 間300円 か ら ▶ 当 日 窓 口 申 込

集
その他

（予約不可）
問中央生涯学習センター（バンビオ内）
☎ 963-5500 FAX 963-5504

小・中学校の入学説明会
２月に開催

来年4月に市立の小・中学校に入
学する新1年生を対象に、2月に入
学説明会を開催します。詳しい案内

は、1月中旬頃送付する就学通知書
に同封します。中学校就学予定者の
保護者には、原則小学校を通じて配
布します。

できます。
▶パソコン・スマートフォンをご
利用の方＝「リネットジャパン」と
検索し、お申し込みください ▶

学校名
神足小
長法寺小
長三小
長四小
長五小
長六小
長七小
長八小
長九小
長十小
長岡中
長二中
長三中
長四中

FAX をご利用の方＝申込用紙の配
布や詳細については、環境業務課
（分
庁 舎1）窓 口 ま で お 越 し く だ さ い
▶利用方法＝ダンボール
（3辺合計
140cm以内）を用意し、重さが20kg
以内になるように製品を詰めてくだ
さい。指定した日時に宅配便業者が
自宅へダンボールを回収しに行きま
す ▶料金＝パソコン本体を回収に

日 程
9日㈫14時
2日㈫14時
4日㈭14時
4日㈭13時30分
2日㈫14時
4日㈭14時
9日㈫14時30分
4日㈭13時30分
9日㈫13時
4日㈭14時45分
5日㈮15時
10日㈬15時
17日㈬14時
4日㈭15時

電 話
951-1034
951-0027
951-0902
953-4004
952-0005
954-5300
954-6500
952-4400
955-4081
955-4600
951-1171
954-5330
955-2556
951-2112

＊所要時間は1時間30分～ 2時間程
度。詳しくは各学校へお問い合わ
せください。
＊場所は校内の多目的室やランチ
ルームなど、学校により異なりま
す。案内文書をご確認ください。
問学校教育課学務係
☎ 955-9544 FAX 951-8400

パソコン無料回収実施中！
パソコンの処分には、「リネット
ジャパン㈱
（市と連携協定を結んで
いる国の認定事業者）
」が実施する
宅配便回収サービスが便利！携帯電
話などの小型家電製品も一緒に処分

出す場合は1箱分無料
問環境業務課循環型社会推進担当
（分庁舎1）
☎ 955-9548 FAX 955-9955

ガラシャおもかげの水
非常用備蓄水 販売

地下水100％のアルミボトル水を
販売します。今回販売分から10年保
存が可能です。家庭や事業所で、非
常用として備蓄してください。販売
数は80箱、売り切れ次第終了です。
▶ 価 格 ＝1箱3,000円（490 ㎖ ×
24本） ▶販売場所＝上下水道部お
客様窓口 ▶販売期間＝12月15日
㈫ ～ 来 年3月31日 ㈭（土・ 日 曜 日、
祝日、年末年始を除く） ▶受付時
間＝午前9時～午後5時 ▶賞味期
限＝平成37年10月28日
問上下水道部総務課水道係
☎ 955-9538 FAX 951-2200

「文化にわくわく・商店街でわくわく！」
「わくわく地域文化振興券」を販売します。長岡京記念文化会館が主催する映画や音楽のチケット
購入や、文化会館に接する長岡中央商店街の約40店舗でご利用いただけます。詳しくは、中央商店街の各店舗で配布し
ているチラシ等をご覧ください。振興券は1冊5,000円で6,000円分（500円券×12枚綴）、20％分のプレミアム率です！
特別販売 ▶日時・場所＝12月19日㈯午前8時30分～ 10
時30分、市役所1階ロビー ▶販売数＝1,000冊（先着順
で1人1回に限る。2冊まで） ▶チラシに添付の申込書を
持参。チラシの確認事項を必ずお読みください ▶完売の
際は申込書の受付のみ行い、後日振興券をお送りします
通常販売 ▶申込＝来年1月22日㈮までにハガキかイン
ターネットで
「わくわく地域文化振興券事務局」
へ
（先着順）
▶購入可能数＝1人1回に限る。4冊まで
【共通事項】 ▶利用期間＝来年1月31日㈰まで

9
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▶商品券

でご利用可能な長岡京記念文化会館主催事業＝12月23日
㈷のオペラ「おぐりとてるて」
、来年2月6日㈯の長岡京音
楽祭「長岡京室内アンサンブル ニューイヤーコンサート」
＊文化会館で利用できるチケットは、前売り券などを含め
来年1月31日㈰までの購入分です。
＊その他のコンサートなどのチケット購入については、文
化会館（☎ 955-5711）までお問い合わせください。
問長岡中央商店街事務局（文京堂書店） ☎ 953-0225
わくわく地域文化振興券事務局 ☎ 284-2841

いたずらざかり 「広報長岡京」1日号の裏表紙「いたずらざかり」コーナーにお子さんの写真を掲載し
ませんか。4月以降に掲載できます。問情報広報課 広報担当 ☎ 955-9660
募集中！

用方法を学ぶセミナー ▶申込＝1
月12日㈫までに下記へ
＊就労の前にクリアすべき課題があ
る人も、まずは生活相談に応じま
すのでご相談ください。
問 福祉なんでも相談室
（分庁舎３）
☎ 955-3177 FAX 951-7739

新春ふれあい初釜茶会

募

自衛官など

＝来年1月20日㈬～ 29日㈮ ▶詳
しくは下記へ
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
☎ 0774-44-7139

意見公募（パブコメ）
寄せられたご意見とこれに対する
市の考え方は、市民情報コーナーや
市ホームページで公表します。個別
回答はしません。
【共通事項】▶意見を提出できる人＝

@city.nagaokakyo.kyoto.jp
●消費生活センターの組織及び運営
等に関する条例（案）
法改正により、消費生活センター
を設置する都道府県・市町村は、消
費生活センターの組織及び運営に関
する事項について、条例を定めるこ
とになりました。
▶募集期間＝12月21日㈪～来年
1月18日㈪必着。FAX 可
問情報広報課市民相談・消費者行政担当
☎ 955-9501 FAX 955-9703
jouhou@city.nagaokakyo.kyoto.jp
講

イベ

募

その他

税率が引き上げられます。
●旧３級品1,000本あたりの税額（円）
（すべて実施は4月1日から）

実施時期 現行 H28 H29 H30 H31
市たばこ税
2,495 2,925 3,355 4,000 5,262
（旧３級品）

＊これに伴い、販売業者に対し手持
ち品課税が実施されます。詳細は、
12月中旬に申告書等に同封して
「たばこ税手持ち品課税の手引」を
送付しますのでご確認ください。
問課税課市民税係
☎ 955-9507 FAX 951-5410
広告

他

固定資産税・都市計画税
第３期納期限は12月28日㊊

納期限までに納付をお願いしま

広報長岡京 2015.12.15
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その他

▶募集種目＝防衛大学校学生
（一
般後期） ▶受験資格＝高卒
（見込み
含む）で21歳未満の人 ▶受付期間

＊所定の意見記入用紙でご提出くだ
さい。
問 社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
☎ 955-9516 FAX 951-7739
syakaifukushi

集

募集します

他

1月18日㈪必着

法改正により「紙巻たばこ３級品
に係るたばこ税およびたばこ特別税
並びに道府県たばこ税および市町村
たばこ税の特例税率」が廃止され、

募

イベ

たばこ税
（旧３級品）の税率が
変わります

イベント

講

づくり」を目指し作成しました。市
民が住み慣れた地域で支えあい・助
けあいにより安心して暮らしていけ
る地域づくりを進める計画です。
▶募集期間＝12月19日㈯～来年

をご利用ください。申し込みは指定
の金融機関で。詳しくは下記へ。
問収納課収納管理係
☎ 955-9509 FAX 951-5410

座

▶申込＝下記かカフェエポカ
（バン
ビオ内☎ 963-5520）へ。12月15日
㈫受付開始 ▶華道展を同時開催
問神足ふれあい町家
☎ 951-5175 FAX 202-9239

す。口座振替をご利用の場合は、残
高の確認をお願いします。
●口座振替が便利
納税には、便利で確実な口座振替

講

▶日時・場所＝来年1月17日㈰午
前10時～午後3時、神足ふれあい町
家 ▶定員＝先着50人 ▶お茶席
料 ＝500円
（お 抹 茶、 花 び ら 餅 代 ）

市内在住、在勤、在学の人 ▶資料
の閲覧場所＝市ホームページや市役
所南棟1階の市民情報コーナー、バ
ンビオなど ▶意見の提出＝郵送か
電子メールで各担当課へ ▶共通郵
送宛先＝〒617-8501（住所記載不
要）長岡京市役所
●第２次地域健康福祉計画
「だれもが安心して暮らせるまち

「はっぴぃバス」年末年始も元気に運行中

おとな 150 円 こども 80 円 ＊詳しくは市ホームページに掲載。

情報 BOX
2015（平成27）・12・15号
＊このコーナーは左から右にお読みください。 ＊費用の記載がないものは無料です。
●市役所
（代表）
☎ 075-951-2121 FAX 075-951-5410
（開庁時間 平日午前８時30分～午後５時）
●ホームページ http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/

講

講

イベ

募

他

座

講座・講演会

イベント

大切な人に悩みを打ち明けられ
たとき、どうしたら良いか考え込ん
でしまうことはありませんか。自殺

募

講座を受講した人向けの
ゲートキーパーフォローアップ講座

対策における「ゲートキーパー」の
役割、話の聴き方、専門機関へのつ
なぎ方を学ぶ実践編の講座です。

集

▶日時・場所＝来年1月12日㈫午
前9時30分 ～ 11時30分、 市 役 所
▶定員＝50人

その他

▶講師＝京都文教
大学臨床心理学部講師の松田美枝さ
ん ▶申込＝電話か FAX で下記へ
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
☎ 955-9516

FAX 951-7739

テレビでは聞けない！
「長岡京市民の最新 ! ホンマの血糖事情」
血管イキイキ講座として、済生会
京都府病院院長の糖尿病専門医、中
村直登先生に、血糖値や認知症との

関係などについてお話しいただき
ます。希望者（当日先着60人）には
血管年齢測定も。食事相談あり。
▶日時・場所＝来年1月21日㈭午
後2時～ 4時（1時受付開始）、保健セ
ンター ▶対象＝市内在住の人（先
広告
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着100人 ） ▶ 申 込 ＝1月20日 ㈬ ま

18日の金曜日、午後4時40分～ 5時
50分、西山公園体育館 ▶対象＝
市内在学の小学生
（先着20人） ▶
講師＝市バレーボール協会公認ス
ポーツ指導員の中村壽孝さん ▶費
用＝3,000円。スポーツ傷害保険料
が別途必要 ▶申込＝1月10日㈰ま
でに電話で下記へ。12月16日㈬午
前10時受付開始
問西山公園体育館
☎ 953-1161 FAX 953-1163

でに電話か下記窓口へ

問健康推進課保健活動担当
☎ 955-9705 FAX 955-2054

市民教養講座「シニア世代の
ためのスマートフォン教室」

▶日時・場所＝
来 年1月26日 ㈫ 午
後1時30分 ～ 3時

30分、中央公民館
▶対象＝市内在
住・在勤のおおむね50代～ 70代（先
着20人） ▶内容＝これから購入を
検討している人向けの講座。アンド
ロイドのスマートフォンを1人1台
貸し出し、基本的な操作から便利機
能の活用法まで楽しく学びます ▶
講師＝ KDDI ケータイ教室認定講師
▶申込＝電話か下記窓口へ。12月
20日㈰午前11時受付開始
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774

見えない方・見えにくい方へ
集まって学びましょう

▶日時・場所＝来年1月6日㈬ ①
午前10時30分～正午 ②午後1時～
3時、産業文化会館3階会議室（エレ
ベーターはありません） ▶対象＝
京都府南部在住の人 ▶内容＝①個
別相談、点字・パソコン・プレクス
トーク・白杖の使い方など各種訓練
②音声図書を聞こう ▶申込＝①の
み要申込。下記へ
問京都ライトハウス鳥居寮の清水さん
☎ 463-6455
講

イベ

募

イベント

他

「働きたい」あなたのための
就労準備応援バスツアー

小学生バレーボール
スクール 第３期
（全６回）

▶日時・場所＝来年1月15日㈮午
後1時集合（午後4時30分解散予定）、
長岡京市役所集合 ▶対象＝市民。
求職者本人に限らず家族などの参加
も可（先着25人） ▶内容＝働いた
経験の少ない人、近日中の就労をめ
ざす人のためのバスツアーです。市
内企業や職業訓練施設の見学、ハ

29日、2月5日・19日、3月4日・

ローワークなどの就労支援機関の活

バレーボールを通して、体を動か
す楽しさに触れてみませんか。
▶ 日 時・ 場 所 ＝ 来 年1月15日・

中山修一先生・生誕１００年
～乙訓寺の発掘～
ぎ ぼ く

長岡第三小学校の運動場からみた乙訓寺の大師堂
（本堂）
と説明板

◎シリーズ
243



説 明 板 とコ ン ク リ ート 製 の擬 木 で 講 堂や 複 廊 跡 の
柱の位置が復元されています。
（（公財）長岡京市埋蔵文化財センター）

Q 長岡京市をどんな街にしたい ?

古紙パルプ配合の再生紙を使用

やさしい、笑顔いっぱいの先生とし
て頑張りたいと思います。

大豆油インクを使用

幼児と一緒に手あそびをしたり、絵本の
読み聞かせをしたり、パネルシアターを
したりしています。また、あらぐさ福祉

乙訓寺は、ボタンの名所として多くの観光客が
か ん む
訪れてにぎわいをみせています。かつて桓武天皇
さ わ ら
の弟である早良親王が幽閉され、また空海が別当
として居住していたとされているなど、由緒のあ
こ さ つ
る古刹として知られています。
今から 年ほど前の昭和 （1966）年、長岡
第三小学校の建設工事に伴う発掘調査が行われ、
かわらがま
乙訓寺に関わる建物や瓦窯などが見つかりまし
た。発掘調査は、建設工事と平行する過酷な条件
のもとで行われたようで、京都大学の先生方の指
導のもと、中山修一先生らが現地での作業を担当
されました。この発掘は、長岡京の右京第一次と
いう記念すべき調査にあたります。
そ せ き
発 掘 調 査 で 見 つ か っ た 建 物 に は、 礎 石 建 ち と
ほったてばしら
掘立柱式の２種類があります。礎石建ちの建物は、
けたゆき
はりゆき
（東西 ㍍）
、梁行４間
（南北 ㍍）もある
桁行９間
しめんひさし
四面庇付きの立派な建物で、東西に掘立柱式の複
廊が取り付いていることから、乙訓寺の講堂であ
ると考えられています。
講堂跡の北側では、掘立柱式の建物が５棟ほど
見つかっています。いずれも規模の小さな建物で、
僧坊のような建物ではないかと考えられていま

関係に興味を持っていました。そし
て来年からは市内の幼稚園に就職し
ます。今まで学んだことを生かして、

ークルに所属し、どのような遊びが子
どもたちの興味を惹くのかを学び、実
践しています。例えばバンビオでは、乳

41

す。瓦窯は、平瓦と丸瓦を焼いた平窯で、乙訓寺
ふ
の屋根を葺くために作られたものです。
講堂跡や瓦窯は、調査が終了した後、長岡町
（当
時）の判断で長岡第三小学校の運動場の下に埋め
戻されて保存されました。
これは、文化財保護と学校教育の観点から見て
も意義深いことです。現在、運動場の南端には、

大学で「児童文化研究会」というサ

12

保

育幼児教育コースに通う、笑顔がトレード
マークの京都西山短期大学２年生。子ども
とふれあうボランティアサークル「児童文化研究
会」に所属。来年から市内の幼稚園へ就職予定。
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Q 長岡京市で活動されているきっかけは ?

え

き

子どもたちの笑顔があふれる街に
したいです。子どもはとにかくかわ
いい！小学生の頃からずっと、保育

Q どんな活動をされているのですか ?

27

広報 長岡京 ’15・12・15

vol.8 古川 貴絵さん（長岡京市歴２年）
ふ る か わ

会や、特別支援学校などでもボランティア活
動をしています。長岡京市は地域交流を深め
る機会が多くあり、とても素敵です。

出身は京都市ですが、京都西山高校、京都西山
短期大学の保育系コースへ進学しました。自然が

あふれ、とても良い環境だと思います。
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