コミュニティー FM 局「FM おとくに」が、
開局１周年を迎えました。“誰もが発信者
として参加できるラジオ” として、市民活
動の情報や市からのお知らせなど、地域に
密着した話題を伝え続けています。
㉄広報発信課 広報戦略担当
☎ 955-9660 FAX 955-9703

１ 周年
FM おとくにって何？
平成30年12月に開局した、乙訓地域のコミ
ュニティー FM 局です。運営は一般社団法人
FM おとくに。まちの話題やイベントのお知ら
せ、災害時には防災情報も発信し、地域に密着
した内容をお届けしています。
▷周波数＝ 86.2MHz ▷スタジオ＝長岡京バ
ンブースタジオ
（バンビオ１番館）
、イオンモー
ル京都桂川サテライトスタジオ、阪急長岡天神
パ ブ
ガ ン プ ー
駅前 PUB GUMP オープンスタジオ

どんなことをしてきたの？
▷ガラシャ祭などのイベント会場から中継
▷中小路市長との「８万人と語る対話のわ」
▷台風シーズンの特別放送
▷京都府の防災訓練に参加
▷開局１周年特別番組の放送
などなど
番組中にツイッターで
質問を受け付けながら
放送したんですよ。
中小路市長

これからも “地域密着” の情報を
開局して１年。たくさんの方のご協力があったから
こそやって来れました。ありがとうございます。

「がんちゃん、聞いてるよ～」と声をかけてもらっ
たり、励ましの言葉をいただいたりするとうれしくて、
よし、明日も頑張ろう、と力が湧いてくるんですよ。
これからも、地域の皆さんと一緒になって作っていき
たい、たくさんの人に出演してほしいと思っています。
コミュニティラジオの一番の役割は、災害時の情報

バンブースタジオメイン DJ
バンブーショット
8

-

長岡京ライフ 2020.1

がんちゃん

源になること。『ラジオからいつもと同じ声が聞こえ
る』ということは、非常時の安心感にもなると思うん
です。だから、“あなたのおそばに86.2MHz”。FM お
とくにを身近に感じてほしいですね。

長岡京市提供でお送りしている「か
しこ暮らしっくアワー」にも、市

民の皆さんがたくさん出演してい
ます。感想を聞きました。

長岡京市ゲンジボタルを育てる会
会長 藤井昇二さん
「ホタル観賞の夕べ」の告知で
出演しました。当日は緊張する
ことなく話せましたよ。ラジオ
に出るということは誰にも伝え
ていなかったのですが、「しゃべ
ってたねー」と言われたりして、
うれしかったですね。ラジオを
聞いて催しに来てくれた人もい
たみたいで、反響があるんだな、と思いました。

こんな番組を放送しています
■さわやかおとくに

乙訓地域の旬な情報をお届け！ 毎週㊎の午
前11時10分からは、長岡京市提供のコーナー
「かしこ暮らしっくアワー」を放送しています。
▷放送日時＝㊊～㊎、午前10時30分～ 11時
58分

▷出演＝バンブーショット

■株式会社村田製作所 未来に届け！

長岡京市、向日市、大山崎町にある小・中学
校や高校、保育園、幼稚園の子どもたちが出演。
元気な歌声などをお届けします。

▷放送日時＝㊊～㊎、午後０時30分～０時45分
（再放送：午後７時30分～７時45分）
番組表など、
詳しい情報はコチラへ！ ➡

民生・児童委員
主任児童委員

藤井彰子さん

DJ さんが和やかな雰囲気を作
ってくださったので、楽しくお話
しできました。今回は主任児童委
員の取り組みをお伝えしました
が、地元発信の情報など身近な内
容を放送されると思うので、今後
も聞けるときには聞いていきたいです。FM おとく
にのことを知らない友人がほとんどでしたが、知
人が出ることで知るきっかけにもなりますね。

阪急長岡天神駅前に

新しいスタジオが誕生！

NE

WS

!

昨年12月６日、３か
所目となる「阪急長岡
パ
ブ
ガ ン プ ー
天神駅前 P UB G UMP
オープンスタジオ」が
できました。これまで
音楽が流れていた夜の
時間帯を中心に、生放
送をお送りします。あ
なたも飛び込みで出演
できるかも !?
FM おとくには、ラジオ

音楽番組無料アプリ「リ
スラジ」でも聞けます♪

長岡京ライフ 2020.1
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子どもの参加に
便利なアイコン☆

は幼児、

は乳児、

は小学生が参加できるイベントです。お出かけの参考にどうぞ♪

情報 INDEX
イ

ン

デ

ッ

▶ 費用 の記載がないものは
▶ 申込 の記載がないものは
▶持ち物・応募要項など、

ク

ス

無料
申込不要

知っておきたい相続・遺言の
基本 消費生活講演会

「もっと知りたい」が

きっと見つかる！

詳しくは各問い合わせ先へご確認ください
● メールアドレスは の後ろの文字に
「@city.nagaokakyo.lg.jp」を付けてね。
●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）

参加しよう
これからの長岡京市を考える
市長と語る「対話のわ」

▶日時・場所＝1月19日㈰午後2時
30分から、神足ふれあい町家 ▶
対象＝市内在住・在勤・在学の人
（定

員23人 ） ▶ 申 込 ＝1月6日 ㈪ か ら
▶手話通訳・要約筆記あり
（1月10
日㈮までに要申込）
問広報発信課情報公開・市民対話担当
☎ 955-3143
kouhou

FAX 955-9703

天然藍 絞染めや多色染で
オリジナルの模様を染めよう

いずれも午前10時30分～午後0
時30分、バンビオで行います。
▶ 日 時・ 内 容 ＝ ①1月26日 ㈰、 天 然
藍 ②2月9日㈰、多色染 ▶定員＝20
人 ▶費用＝ストール、風呂敷1,300
円から。ハンカチ500円 ▶要申込
問中央生涯学習センター
（バンビオ）
☎ 963-5500

FAX 963-5504

広告
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● 市ホームページ
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/
各記事の詳細は「今月
の広報紙」で公開中！

神足ふれあい町家
１月の催し

●楽しく歌おう 町家歌声喫茶
▶ 日 時 ＝1月5日 ㈰ 午 後2時 ～ 4時

▶定員＝先着50人 ▶費用＝500
円
（ワンドリンク付）
●町家ゼミ「乙訓の歴史ってすごい」
▶日時＝1月26日㈰午後1時30分～
3時 ▶定員＝先着50人 ▶費用＝
350円
（ワンドリンク付）
●花丸ふれあい落語会
▶日時＝2月1日㈯午後2時30分～ 4
時
（午後2時開場） ▶費用＝1,500
円 ▶申込＝1月5日㈰午後1時から

●おひな様を飾ろう＆ひなまつり
【飾ろう】▶日時＝2月2日㈰午前10
時30分から ▶対象＝市内在住の
小学生と家族（定員5組） ▶申込＝
1月5日㈰午後1時から 【ひなまつ
り】▶日時＝2月3日㈪～ 3月5日㈭
午前9時～午後6時
＊駐輪・駐車場はありません。
問神足ふれあい町家
☎ 951-5175 FAX 202-9239

▶日時・場所＝1月22日㈬午前10時
～ 11時30分、中央公民館 ▶対象
＝市内在住の人（定員30人） ▶申込
＝1月6日㈪から ▶手話通訳・要約
筆記あり（1月15日㈬までに要申込）
問総務課市民相談・消費者行政担当
☎ 955-9501 FAX 955-9703
soumu

映画上映や講演会、模擬店など
山城人権フェスタ in せいか

▶日時・場所＝2月1日㈯午前10時～
午後4時、けいはんなプラザ（精華町）
＊映画「アラジン」と舞の海秀平さ
んの講演会あり。要入場整理券。
問人権推進課人権平和推進担当
☎ 955-3180

FAX 951-5410

大人から子どもまで スポーツを
楽しむ 総合型クラブフェスタ

▶日時・場所＝2月2日㈰午前10時
～ 午 後3時、 乙 訓 高 校 ▶ 費 用 ＝
300円（無料プログラムあり） ▶申
込＝1月5日㈰から
＊詳しくは下記まで。
問市総合型地域スポーツクラブ協議会事務局
☎ 953-1161 FAX 953-1163

親子で楽しむ グランスノー奥伊吹
スキー＆スノーボードスクール

▶日時・場所＝2月22日㈯午前6時、
西山公園体育館出発 ▶対象＝市内
在住・在勤・在学の年長児以上と保
護者（定員40人） ▶申込＝1月5日
㈰ 午 前10時 か ら ▶ 費 用 ＝1組
14,500円（レンタル代・昼食代別途）
問
（公財）長岡京市スポーツ協会
☎ 953-1161 FAX 953-1163

今月の
いちエコ
仏教美術やおばんざい料理を
学ぼう わくわく講座

●京都で学ぶおばんざい料理
▶ 日 時・ 場 所 ＝2月10日 ㈪ 午 前10
時30分 ～ 午 後0時50分、 バ ン ビ オ
▶対象＝20歳以上
（定員20人） ▶
費 用 ＝2,000円 ▶ 申 込 ＝1月6日

㈪午前10時から
●ふるさとの文化財 写仏で学ぶ仏教美術
▶日時・場所＝2月14日㈮、3月13
日㈮午後1時10分～ 2時50分、バン
ビ オ ▶ 対 象 ＝20歳 以 上
（定 員15
人 ） ▶ 費 用 ＝500円 ▶ 申 込 ＝1
月14日㈫午前10時から
問生涯学習団体交流室
（バンビオ）
☎ 963-5518 FAX 963-5519

市民文化教室 日本や世界の名
曲を楽しく歌う会

▶日時・場所＝1月19日㈰午後1時
30分～ 3時30分、中央公民館 ▶
定員＝30人
問市文化協会事務局
（文化・スポーツ振興室内）
☎ 955-9734 FAX 955-3150

民謡や演奏、マジックなど
新春きりしまステージ

▶日時・場所＝①1月8日㈬ ②9日
㈭午後1時30分～ 3時、きりしま苑
問きりしま苑
☎ 956-0294

FAX 956-0290

外国人のための日本語教室
初級向け（全５回）

▶日時・場所＝1月19日～ 2月23日
の㊐
（2月9日を除く）
午前10時～ 11
時30分、中央公民館 ▶定員＝20
人 ▶要申込
問市友好交流協会事務局
（秘書課内）
☎ 955-9500 FAX 951-5410

家電を買い替えるときは、環境省アプリ「しんきゅうさん」で調べて、省エ
ネ性能を比較。地球温暖化への配慮と電気代の大幅削減を狙おう！

お父さんと楽しむ♪
ベビーダンス

▶日時・場所＝2月2日㈰午前10時
～正午、中央公民館 ▶対象＝市内
在住の首がすわった子～ 1歳2か月
の子と保護者（定員20組） ▶申込＝
1月6日㈪午前9時から ▶託児あり
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
☎ 955-9516

FAX 951-7739

平安神宮や哲学の道を歩く
ポール・ハイキング enjoy フェスタ

▶日時・場所＝1月19日㈰午前9時、市
役所集合 ▶対象＝市内在住・在勤の
18歳以上 ▶費用＝730円 ▶要申込
問市スポーツ推進委員協議会事務局
☎ 955-9735 FAX 955-9526

あかね神社や角宮神社を巡る
ポールウオーキングしませんか

▶日時・場所＝1月10日㈮午前9時
30分、中央公民館集合 ▶対象＝
市内在住のおおむね60歳以上
（定員
50人） ▶要申込
問やすらぎクラブ長岡京
☎ FAX 956-6166

姉妹都市 伊豆の国市へ
市民訪問団 １泊２日バスの旅

▶日時＝2月8日㈯・9日㈰ ▶定員
＝40人 ▶ 費 用 ＝30,000円
（会 員
28,000円） ▶申込＝1月17日㈮まで
問市友好交流協会事務局（秘書課内）
☎ 955-9500 FAX 951-5410

成人式は1月13日㊗
長岡京記念文化会館で行います

▶時間＝午前10時45分から
問文化・スポーツ振興室青少年育成担当
☎ 955-9546 FAX 955-9526

歴史講演会 ひと・もの・みち
~ 西国街道と島本町 ~

▶日時・場所＝1月26日㈰午後1時
30分～ 3時30分、産業文化会館 ▶
定員＝先着100人 ▶費用＝300円
問 NPO 法人長岡京市ふるさとガイドの会 高橋
☎ 090-7366-3107 FAX 955-8810

中央公民館で開催
市民企画講座

場所はいずれも中央公民館で、申
込は1月5日㈰午前11時から。⑤の
み受付中。
①ふれて成長を感じよう！ 親子たいそう
▶日時＝1月25日㈯午前10時30分
～ 11時30分 ▶対象＝市内在住・
在勤の人（定員10組）
②親子でわくわく簡単おやつ作り
▶日時＝1月28日㈫午後1時30分～
3時30分 ▶対象＝市内在住の3歳
～小学2年の子と保護者
（定員8組）
▶費用＝100円
③緊張と不安の強い子どもへの
ワークショップ

▶日時＝2月2日㈰午後1時30分～ 3時
30分 ▶対象＝市内在住で場面緘黙
の症状がある子と支援者（定員15組）
④親子で楽しむフラワーアレンジメント
▶ 日 時 ＝2月13日 ㈭ 午 前10時 ～ 正
午 ▶対象＝市内在住の年長児以上
（定員10組。小学3年までは保護者
同伴） ▶費用＝1,000円
⑤アロマを通じて心も身体も元気に！！
▶日時＝1月9日㈭午後2時～ 3時30
分 ▶対象＝市内在住・在勤の人
（定

広告

員20人） ▶費用＝1,000円
⑥長岡京市民大学
▶ 日 時 ＝1月23日、2月27日、3月
26日の㊍午後2時～ 3時30分 ▶対
象＝市内在住・在勤の人（定員40人）
⑦みんなで創ろう！ 乙訓の景観カード
▶日時＝2月8日㈯午後1時30分～
午後4時 ▶対象＝市内在住・在勤
の人（定員10人）
⑧足裏ほぐしと整体で健康を
▶日時＝2月18日㈫午前10時～ 11
時45分 ▶対象＝市内在住・在勤
の人（定員20人）
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774

長岡京ライフ 2020.1
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１月16日㊍は午後７時まで
市民課窓口業務を延長します

60歳以上の人限定 きりしま苑で
体操やストレッチをしませんか

場所はいずれも、
きりしま苑です。
●健康ストレッチ体操
ゴムバンドを使って体を動かそう。
▶日時＝1月27日㈪午後2時30分～ 3時
●耳のストレッチ 目肩スッキリ編
▶日時＝1月31日㈮午後1時30分～
3時 ▶定員＝先着12人 ▶申込＝
1月6日㈪午後2時から
問きりしま苑
☎ 956-0294

FAX 956-0290

高齢者の困りごとを手助け
サポーター養成講座

いずれも申込が必要です。
●地域お助けサポーター養成講座
▶ 日 時・ 場 所 ＝1月21日 ㈫ 午 前10

時～午後4時、特別養護老人ホーム
天神の杜 ▶定員＝20人
●認知症サポーター養成講座

▶日時・場所＝1月25日㈯午前10時
30分～正午、バンビオ ▶対象＝市
内在住・在勤・在学の人（定員55人）
問東地域包括支援センター（バンビオ）
☎ 963-5508 FAX 958-6909
hokatsu@nagaokakyo-shakyo.jp

不要な本などを回収します
犯罪被害者支援 ホンデリング

寄贈していただいた物の売却代金
を、寄附として支援活動に役立てます。
▶日時・場所＝1月6日㈪～ 3月31
日㈫、市役所1階ロビー ▶対象＝
ISBN コードが付いた本、CD、ゲー
ムなど
問防災・安全推進室防災・危機管理担当
☎ 955-9661 FAX 951-5410

LGBT ありのままに生きるという
こと～ 現状とこれからの課題～

▶ 日 時・ 場 所 ＝1月28日 ㈫ 午 後3時
30分～ 5時30分、バンビオ ▶対象
＝市内在住・在勤・在学の人優先（定
員20人） ▶要申込 ▶手話通訳・
要 約 筆 記 あ り（1月17日 ㈮ ま で 要 申
込） ▶託児あり（1歳～就学前の子。
先着6人。1月21日㈫まで要申込）
問男女共同参画センター “ いこ～る ” プラス
☎ 963-5501 FAX 963-5521
danjo-c
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税関係の証明書の発行など、一部取扱いできない業務があります。
㉄市民課住民記録係



☎ 955-9557

長岡京室内アンサンブル♪～望郷に寄す～
青年期を長岡京市で過ごした世界的ヴァイオリニスト、森悠子さん。
音楽監督を務める「長岡京室内アンサンブル」の公演が開催されます。
▶日時・場所＝2月1日㈯午後3時から（午後2時30分
開場）
、長岡京記念文化会館
▶費用＝ S 席 4,000円、A 席 3,000円、B 席2,000
円
（当日は＋500円）
▶ 託 児 あ り（3か 月 ～ 小 学 生 未 満。 先 着20人。1人
1,500円。1月17日㈮までに要申込 ☎ 351-5004）
問長岡京芸術劇場実行委員会（長岡京記念文化会館内）
☎ 955-5711 FAX 955-4774

学べる食育ひろば
「よく噛む」
「よく噛める」とは？

創業したい・創業したばかりの
女性向け起業セミナー

●講演会「よく噛める子に育てるため
の今知っておくべき “ 食べさせ方 ”」

▶日時・場所＝2月7日・14日の㊎
午前10時～午後4時、向日市女性活
躍センター ▶定員＝20人 ▶費

▶日時・場所＝2月9日㈰午後1時30
分～ 3時、産業文化会館 ▶対象＝

用＝2,000円 ▶要申込
問長岡京市商工会
☎ 951-8029 FAX 958-2473

市内在住の人
（定員100人） ▶託児
あり
（6か月～就学前の子。先着20
人。1月9日㈭から申込） ▶要申込
●ママパスコーナー（正午から）
赤ちゃんが一升のパンを背負う
いっしょうパン上げ大会
（要申込）と耳つぼファミ

ひとり親家庭を励ます知事と
新入学児童等のつどい

▶日時・場所＝3月1日㈰午前10時30分
～午後2時30分、京都テルサ ▶対象
＝京都市以外に在住で、4月に小学校に

リーケアミニ講座など。 ママパス
申込はこちら
問健康医療推進室
☎ 955-9705 FAX 955-2054
kenkouiryou

入学する子がいるひとり親 ▶要申込
問京都府乙訓保健所福祉室
☎ 933-1154

国民健康保険 夜間の窓口

１月29日㊌・30日㊍ 午後８時まで

国民健康保険課（北棟１階）で
国保の加入・脱退手続きや納付相談
など、夜間窓口を開設しています。
●夜間・休日の納付は時間外受付でも
平日…午後5時〜 10時
土・日・祝日…午前8時〜午後10時
＊時間外受付
（北棟1階）での納付には
納付書が必要です。

国保の加入・脱退の手続きは14日
以内に行わないと、保険料をさかのぼ
って請求されたり、医療費が全額自己
負担となる場合があります。
問国保係（給付関係）
☎ 955-9511 FAX 951-1929
管理係（保険料関係）
☎ 955-9706 FAX 951-1929

公共施設の予約や確認

●4月使用分の抽選申込
【申込受付開始日】
（開館時間から受付）
▶産業文化会館…1月4日㈯
▶西山公園体育館、スポーツセンター、
長岡公園テニスコート、中央公民館、
中央生涯学習センター、長岡京こらさ
…1月5日㈰
＊抽選の申込期限は1月10日㈮。

●4月使用分
当選の確認…1月15日㈬～ 25日㈯
申請の締切…1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
長岡京市公共施設

検索

税のお支払い
は確実に♪

市・府民税の第4期納期限は1月31日㈮です。口座振替をご利用の場合は、残高の確認をお願いします。
納税には、便利で確実な口座振替をご利用ください。
㉄税務課 ☎ 955-9509

応募しよう
小中学校で支援員・司書として
働きませんか

【共通事項】▶募集人数＝若干名
▶採用期間＝4月1日～来年3月末ま
で（再度の任用あり） ▶勤務地＝市
内小中学校 ▶賃金＝時給1,071円

▶選考方法＝面接 ▶申込＝1月31
日㈮までの平日
●特別支援教育支援員
特別支援学級と通常学級在籍児童
生徒の介助や生活学習支援をします。
▶対象＝短大卒以上の人 ▶勤務時
間＝週20時間程度
●学校図書館司書
学校図書館の環境づくりをします。

生涯学習相談員として
活躍しませんか

▶対象＝65歳未満でパソコンの基
本操作ができ、次のいずれかに該当
する人 ①生涯学習活動やその他イ
ベントの企画経験がある ②社会教
育や生涯学習に関する資格をもつ
③教育に関する専門課程を卒業した
（卒業見込みを含む） ▶採用期間＝
4月1日～来年3月まで（再度の任用
あり） ▶勤務時間・勤務地＝午前
9時～午後7時のうち6時間のシフト
制（週3日。㊏㊐㊗勤務あり）、生涯
学習団体交流室（バンビオ） ▶選考
方法＝書類と面接 ▶賃金＝月額約
80,000円 ▶申込＝1月6日㈪～ 30
日㈭の平日に書類を持って下記へ

▶対象＝図書館司書か司書教諭の資格
を持つ人 ▶勤務時間＝週12時間程度
問学校教育課学校教育係
☎ 955-9533 FAX 951-8400

＊募集要項は下記や市ホームページ
で見られます。

まちづくりにあなたの
意見を聞かせてください

働く世帯の家庭をサポート
放課後児童クラブ指導員

資料や意見、それに対する考え方
は、市役所1階の市民情報コーナー
や市ホームページで公開していま
す。意見への個別回答はしません。
【共通事項】▶募集期間＝1月9日㈭
～ 2月7日㈮
●長岡京市文化芸術推進ビジョン
（案）
これからの文化芸術施策の方向性
を示すビジョンを策定します。
問文化・スポーツ振興室文化振興係
☎ 955-9734 FAX 955-3150
bunka-sports
●第２期 子ども・子育て支援事業計画（案）
▶対象＝次のいずれかに該当する人
①市内在住・在勤・在学する ②市
内に事務所・事業所を持つ ③市税
の納税義務がある ④この案件に利
害関係を持つ
問子育て支援課子育て支援係
（分庁舎3）
☎ 955-9558 FAX 952-0001
kosodate

自衛官候補生
▶受験資格＝18歳～ 32歳
＊随時受け付けています。
㉄自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
☎ FAX 0774-44-7139

問生涯学習課生涯学習・文化財係
（図書館内）
☎ 955-9534 FAX 954-8500

申込用紙と出品料を持って下記へ
＊募集要項と申込用紙は下記、中央公
民館、総合交流センター（バンビオ
内）に置いています。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
問市文化協会事務局
（文化・スポーツ振興室内）
☎ 955-9734

FAX 955-3150

令和２年度 公立保育所の
非常勤職員

【共通事項】▶採用期間＝4月1日～来
年3月まで
（再度の任用あり） ▶勤務地
＝市内公立保育所 ▶選考方法＝面接
●保育士
▶対象＝保育士資格を持つ人 ▶勤
務 時 間 ＝ 午 前8時30分 ～ 午 後5時
▶ 賃 金 ＝ 時 給1,180円（日 額8,850
円。条件により賞与あり）
●保育従事職員（資格不問）

▶勤務時間＝午前7時30分～ 9時、
午 後4時 ～ 7時30分 の 間 で 応 相 談
（午 後7時30分 ま で の 保 育 所 あ り ）
▶賃金＝時給1,019円
＊令和元年度の職員も募集中。

▶ 試 験 日・ 会 場 ＝2月11日（火・ 祝 ）、
市役所 ▶対象＝昭和30年4月2日
以降に生まれた実務経験5年以上の

問子育て支援課保育係（分庁舎3）
☎ 955-9518 FAX 952-0001

人で、次のいずれかの有資格者 ①放
課後児童支援員 ②保育士 ③教員免
許 ④幼稚園教諭 ▶募集人数＝1人

市民課窓口 短期事務
マイナンバーカードの交付など

▶採用期間＝4月1日～来年3月まで
（再度の任用あり） ▶勤務時間＝
平日午前11時30分～午後6時45分、
隔週㊏午前8時30分～午後6時のう
ち7時間 ▶選考方法＝論述と面接
▶賃金＝月額196,304円 ▶申込＝
1月20日㈪～ 31日㈮の平日か2月2
日㈰に書類を持って下記へ
＊募集案内は下記で配布します。
問文化・スポーツ振興室青少年育成担当
☎ 955-9546 FAX 955-9526

絵画・書・工芸・写真を
長岡京展に出展しませんか

専門家の審査により入選・入賞した
作品は、3月6日㈮～ 8日㈰にバンビ
オで開催する長岡京展で展示します。
▶対象＝市内在住・在勤・在学の
15歳以上か市文化協会会員 ▶募
集期間＝1月6日㈪～ 31日㈮ ▶出
品料＝一般2,300円、会員1,500円、
18歳 以 下1,000円 ▶ 応 募 方 法 ＝

▶勤務時間＝午前9時～午後5時 ▶採
用期間＝3月末まで ▶賃金＝910円
問市民課住民記録係
☎ 955-9557 FAX 951-5410

乙訓福祉施設事務組合 一般職員
（障がい児・者施設指導員）

▶試験日時・会場＝2月9日㈰午前
9時30分、 乙 訓 福 祉 施 設 事 務 組 合
▶ 対 象 ＝ 平 成4年4月2日 ～ 平 成11
年4月1日に生まれた人で、次のい
ずれかに該当する人 ①大学（大学院
含む）、短大、専門学校で福祉・心
理・保育の学科を専攻 ②社会福祉
士、介護福祉士などの資格をもつ
③障がい児・者施設での勤務が3年
以上ある ▶採用日＝4月1日 ▶
申込＝1月27日㈪～ 31日㈮の午前9
時～午後5時に書類を持って下記へ
＊募集要項は下記や組合ホームペー
ジで公開しています。
問乙訓福祉施設事務組合総務課
☎ 954-6507 FAX 958-1639
長岡京ライフ 2020.1
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１月27日㊊は
市民献血デー

▶午前10時～ 11時45分、午後1時～ 3時30分、イズミヤ長岡店

春先は献血者が減少します。この時期のご協力を特にお願いします。

確認してください
確定申告に使える納付確認書を
１月下旬に送付します

昨年中に納付された国民健康保険
料、介護保険料、後期高齢者医療保険
料の額を記載した確認書を送付しま
す。介護保険料は、納付書・口座振替
の納付額をお知らせします。年金天引
きの納付額は、日本年金機構などから
の源泉徴収票で確認してください。
▶国民健康保険料 問国民健康保険課
☎ 955-9706 FAX 951-1929
▶介護保険料 問高齢介護課
☎ 955-2059 FAX 951-5410
▶後期高齢者医療保険料 問医療年金課
☎ 955-3139 FAX 951-5410

医療費通知を2月末に送ります
再発行はできません

7月～ 12月の診療分を送付しま
す。（1月～ 6月分は8月末に送付済
み）今年から、支払った医療費の金

固定資産税・都市計画税
建替特例の申告は３月末まで

1月1日時点で住宅が建っている
土地は住宅用地特例が適用され、更
地より税額が安くなりますが、建設
中は、
原則適用されません。ただし、
年をまたいだ建て替えで、次の全て
に該当する場合、適用されます。３
月末までに申告してください。①取
り壊した年の1月1日時点で住宅が
建っていた ②同じ敷地で建て替え
ている ③取り壊した年と、その翌
年の1月1日時点での土地と住宅の
所有者がそれぞれ同じであるか、配
偶者や直系血族である ④3月末まで
に基礎工事に着手している
＊申告用紙や申告要領は市ホーム
ページに掲載しています。
問税務課資産税係
☎ 955-9508 FAX 951-5410

1月10日㊎は児童扶養手当の
支給日です 翌日以降に確認を

額が記載され、確定申告の際に添付
すると、明細の記載を簡略化できる
ようになりました。

昨年11月（新規認定者は認定月）～ 12
月分の児童扶養手当を指定の口座に振り
込みます。全部停止の人や今年度の現況

問国民健康保険課国保係
☎ 955-9511 FAX 951-1929

届が未提出の人には支給されません。
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
☎ 955-9558

プレミアム付商品券
●購入引換券交付申請書の受付延長
今年度の市府民税が非課税で、プ
レミアム付商品券の購入を希望する
人は、すでに送付している交付申請
書を1月31日㈮必着で下記へ。
●購入は休日も可能です
▶日時・場所＝1月12日㈰・26日㈰午
前9時～午後4時、市役所大会議室 B
問商工観光課プレミアム付商品券
事務担当
（分庁舎2）
☎ 955-9712 FAX 951-5410

販売します 非常用備蓄水
「ガラシャおもかげの水」

▶ 販 売 価 格・ 場 所 ＝1箱3,000円
（490ml ×24本）
、お客様窓口 ▶
販売数＝先着80箱 ▶期間＝3月末
ま で の 平 日、 午 前9時 ～ 午 後5時
▶賞味期限＝令和11年10月22日
問上下水道部総務課水道係
☎ 955-9538 FAX 951-2200
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風邪などで体調を崩しやすい冬から

長岡京ライフ 2020.1

FAX 952-0001

１月７日㊋は地域で協力を
交通事故から子どもを守ろう

「うちの子も よその子も みんな
大事」をスローガンに、家庭にある
黄色い物を身につけて通学時間帯に
子どもに声をかけましょう。
問交通政策課交通対策係
☎ 955-9686 FAX 951-5410

１月26日㊐は文化財防災デー
特別消防訓練を実施します

●文化財を火災から守ろう
昭和24年のこの日、奈良法隆寺
の金堂が火災により消失しました。
1月23日㈭～ 29日㈬は文化財防火
運動期間です。先人が築いた文化を
後世に伝えるため、ご協力ください。
●署団合同特別消防訓練
▶時間・場所＝午前9時30分～ 10時30
分、長岡天満宮 ▶雨天中止
（小雨決行）
問長岡京消防署
☎ 957-0119

FAX 957-4357

問社会福祉課 ☎ 955-9516

相談 ＆ 説明会
きこえや補聴器のことで困っ
ていませんか きこえの相談会

言語聴覚士による聴力測定や個別
相談（45分）ができます。
▶ 日 時・ 場 所 ＝1月21日 ㈫ 午 前10
時～午後4時、市役所 ▶定員＝5
人 ▶要申込
問乙訓聴覚言語障害者地域活動支援センター
☎ 874-4477 FAX 874-4478

見えない人・見にくい方へ
訓練や相談・交流会を開催

▶日時・場所＝1月15日、2月19日、
3月18日の㊌ ①午前10時30分～正
午 ②午後1時～ 3時、産業文化会館
▶対象＝京都府南部在住の人 ▶内
容＝①個別相談や点字・パソコンな
どの訓練 ②テーマに沿った訓練や
情報交換 ▶①のみ要申込
問京都視覚障害者支援センター
☎ 333-0171

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶ 日 時・ 場 所 ＝1月14日・21日・
28日 の ㊋ 午 後0時30分 ～ 3時、 ポ
リテクセンター京都 ▶対象＝離職
中・離職予定で製造業での就職を希
望する人 ▶要申込
問ポリテクセンター京都訓練課
☎ 951-7397 FAX 951-7393

公的職業訓練ハロトレ説明会と
職業理解セミナー

いずれも1月8日㈬、ハローワー
ク京都七条３階会議室で行います。
▶時間・内容＝①午後2時～ 3時30
分、個別説明会 ②午後1時30分～
2時、職業理解セミナー
問ハローワーク京都七条
☎ 341-5527 FAX 371-9126

保健師・看護師などによる
出張がん個別相談

▶日時・場所＝1月6日㈪、2月6日
㈭、3月5日 ㈭ 午 後1時 ～ 3時30分、
乙訓保健所 ▶申込＝前日の午後4
時まで
問京都府がん総合相談支援センター
☎ 0120-078-394

2月16日 ㊐ は 京 都 マ ラ ソ ン
ノーマイカーデーにご協力を

当日は、京都市内全域で大規模な渋滞の発生が予想されます。公共交通機関をご利用く
㉄京都市市民スポーツ振興室 ☎ 366-0314

ださい。

市財政の状況を公表します

令和元年度上半期

一般会計当初予算は、前年度と比較して2.1％増の277億8,400万円でした。上半期終了時点の予算総額は、前年
度からの繰越事業費と２回の補正を合わせて、307億2,106万3千円となりました。


問財政課 財政係

☎955-9541

ＦＡＸ951-5410

❖ 一般会計の予算執行状況（令和元年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

税

124億5,031万円
78億4,797万円
（63.0％）
52億6,913万円
17億2,090万円（32.7％）
34億6,330万円
3,790万円（1.1％）
26億1,400万円
17億9,317万円（68.6％）
22億1,989万円
２億1,017万円（9.5％）
総額
13億5,000万円
307億
７億7,147万円（57.1％）
2,106万円
８億3,129万円
10億3,668万円（124.7％）
５億7,116万円
０万円（0％）
５億2,942万円
収入済額
１億4,665万円（27.7％）
141億5,778万円（46.1％）
３億9,288万円
１億8,771万円（47.8％）
予算現額
３億7,681万円
収入済額（収入率）
２億1,588万円（57.3％）
１億3,051万円
3,804万円（29.1％）

国庫支出金
市

❖❖❖ 主な歳出（支出）❖❖❖

債

地方交付税
府支出金
地方消費税交付金
繰越金
繰入金
諸収入
分担金及び負担金
使用料及び手数料
地方譲与税

0

20

❖ 主な事務事業 ❖

0

■ 民生費
■ 教育費
■ 総務費
■ 衛生費
■ 土木費

40

20

60

40

80

60

51億7,499万円
19億3,855万円
10億8,973万円
７億9,717万円
６億2,298万円

80

100

100

120

衛生費
土木費

総額
307億
2,106万円

24億9,578万円
６億2,298万円
（25.0％）
９億9,481万円
４億4,841万円（45.1％）
３億6,510万円
１億4,022万円（38.4％）
３億1,263万円
１億6,888万円（54.0％）
１億5,483万円
5,318万円
（34.3％）
８,233万円
６,935万円（84.2％）
6,762万円
5,911万円（87.4％）

消防費
商工費
議会費
農林水産業費
災害復旧費
労働費

0

0

20

20

40

40

60

60

支出済額
118億1,936万円
（38.5％）
予算現額
支出済額
（執行率）

80

80

100

100

120

140

120 （億円）

● 歳出（支出） 9月末までに、予算に対し38.5％、118

億1,935万9千円を支出しました。民生費と教育費は、
新田保育所・長六小複合化施設等建設工事完了に伴う支
出により、前年度比で支出額が増加しています。

＊外科の当番医は、変更になる場合があります。テレホンサービス（☎953-3900）で確認を
＊年始
（１月１日（水・祝）～ 3日㈮）も受付します

■内科・小児科
午前９時30分〜午後４時（昼休憩あり）

☎955-3320

向日市へ

小畑川

文

保健センター

公債費

▷小規模保育施設の拡充 ▷子育て支援医療の拡充
▷中学校給食室の建設工事 ▷長岡京市文化芸術ビジョンの策定
▷シティプロモーションの推進 ▷市庁舎建替及び周辺整備事業
▷災害廃棄物処理計画の策定 ▷健康マイレージ事業の開始
▷勝竜寺城公園のリニューアル ▷自転車ネットワーク計画策定に向けた検討

め、この時点では予算に対する収入率が低くなっています。

長七小

総務費

1400

5,778万1千円が収入済み。府支出金や繰入金などの多くが、
年度末や4月1日～ 5月31日の出納整理期間に収入されるた

乙訓休日応急診療所
（今里北ノ町39-4）

134億3,603万円
51億7,499万円
（38.5％）
41億9,667万円
19億3,855万円（46.2％）
34億8,599万円
10億8,973万円
（31.3%）
25億6,425万円
12億5,680万円（49.0％）
25億1,564万円
7億9,717万円（31.7％）

教育費

120 （億円）

● 歳入
（収入） 9月末までに、予算に対し46.1％、141億

㊐㊗㊡の急患は

民生費

Ｎ

国道171号へ

乙訓休日応急診療所

＊時間帯によっては、すぐに対応できな
い場合があります。

■外科 午前９時30分〜午後４時
１日 千春会病院
（開田2-14-26）

☎954-2175

13日 新河端病院
（一文橋2-31-1）

☎954-3136

２日 向日回生病院
☎934-6881
（向日市物集女町中海道92-12）

19日 神部整形外科
（神足3-4-8）

☎958-0270

３日 千春会病院
（開田2-14-26）

26日 長岡京病院
（開田4-9-10）

☎955-1151

☎954-2175

５日 済生会京都府病院☎955-0111
（今里南平尾８）
12日 向日回生病院 ☎934-6881
（向日市物集女町中海道92-12）

夜間も安心『小児救急電話相談』
☎♯8000（携帯電話可）
▶相談時間＝午後７時～翌朝８時
（土曜日は午後３時～翌朝８時）
長岡京ライフ 2020.1
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心を込めた手作り品をあなたに

ほっこりんぐ
毎週㊎と ｢０のつく平日」に市役所ロビーで販売中♪
障がいのある人が、就労自立のため製作・販売しています。
手と手をつないでつくるみんなの輪、「ほっこりんぐ」の
ご利用をお待ちしています。
問 障がい福祉課社会参加支援係 ☎ 955-9549 FAX 952-0001

60歳以上のための 憩 い
●竹寿苑 ☎ＦＡＸ 954-6830
市長杯書道大会 ▷28日㈫午前10時から
▷7日㈫～22日㈬に要申込（課題を配布します）
●きりしま苑 ☎ 956-0294 ＦＡＸ 956-0290
カラオケ大会 ▷17日㈮・31日㈮午後1時から
映画鑑賞会 ▷24日㈮午前10時から「細雪」、
午後1時30分から「太平洋の嵐」
▷3月分までの空き部屋利用申請は6日㈪から受付
４～６月分の利用申請は６日㈪～15日㈬に上記へ

●老人憩の家（東地域包括支援センター）
☎ 963-5508 ＦＡＸ 958-6909
脳はつらつ教室 ▷15日㈬体操とビリヤード
▷午後1時30分から

市民無料相談
弁護士相談【申込制・先着6人】
㊍ 午後1時30分〜 4時30分
＊予約はその週の㊊午前8時30分から。
＊2日㈭はありません。
＊16日㈭の申込は14日㈫から受付。
司法書士相談【申込制・先着6人】
8日㈬・15日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
行政相談
（相談受付は午後3時30分まで）
20日㈪ 午後1時～ 4時
消費生活相談
平日（㊋除く）午前9時〜正午、午後1時～ 4時
行政書士相談（暮らしや事業の手続き相談）
22日㈬ 午後1時30分〜 4時30分

日

開始時間

販売製品

午前
菓子パン、こっぺぱん
10日㈮
11時30分
17日㈮ 午前11時

販売事業所
カメリア

手作りクッキー、パウン
あらぐさ
ドケーキ

20日㈪

フェルト製品、メモ帳、
午前
10時30分 一筆箋、染手ぬぐい

24日㈮

ブックカバー、がまぐち財布、
午前
乙訓若竹苑
10時30分 Ｔシャツ、ヘアアクセサリー

30日㈭

昆布製品、茶葉、紙製品、 乙訓の里・
午前
10時30分 縫製品、アクセサリー
乙訓楽苑

31日㈮

和の小物、アクセサリー、
午前
ステージ
10時30分 ブックカバー、巾着

友愛印刷

相談日は変わることがあります
心身障がい者相談
（知的・聴覚）
20日㈪ 午後1時～ 4時、市役所分庁舎3

障がい者の虐待に関する相談
平日 午前8時30分〜午後5時15分、
市民相談・
消費者行政担当 乙訓障がい者虐待防止センター
☎ 955-9501 精神保健福祉相談【申込制】
㊋ 午後1時～ 4時、市役所や自宅への訪問
全て
高齢者と介護家族のための臨床心理士相談
市役所1階
【申込制・定員3人】14日㈫午後1時〜 4時、
市民相談室
東地域包括支援センタ－

障がい福祉課
☎ 955-9549
同センター
☎ 959-9085
やよい工房久貝事業所
☎ 952-9567
同センター
☎ 963-5508

高齢介護課
高齢者の虐待などに関する相談
平日 午前8時30分〜午後5時15分、市役所東棟1階 ☎ 955-9713

一般・DV 相談（面接は申込制）
平日
午前9時〜午後5時
不動産無料相談
（空き家対策含む）
予約可
都市計画課
男女共同参画
【一般相談☎
963-5522】【 DV 相談☎ 874-7867】
21日㈫ 午後1時～ 4時、市役所1階市民相談室 ☎ 955-9743
センター
リハビリ相談（作業療法士・理学療法士）
【申込制】
女性のカウンセリングルーム【申込制】
“ いこ～る ”
平日 午前9時〜午後4時、市役所や自宅へ訪問
22日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
プラス
健康医療推進室
☎ 963-5502
生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士） ☎ 955-9704 8日㈬・15日㈬ 午前9時30分〜午後0時30分
【各時間２人・申込制】20日㈪ 午後1時・2時・
女性の法律相談【申込制】
全て
3時、20歳以上の市民、市役所か保健センター
22日㈬ 午前10時〜正午
バンビオ6階
ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】福祉なんでも 男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
24日㈮ 午後7時〜 9時
20日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3
相談室
（分庁舎３）
特設人権相談 8日㈬ 午前10時～正午、20日㈪ 人権推進課
福祉なんでも相談室
☎ 955-3180
平日 午前9時～午後4時30分、市役所分庁舎3 ☎ 955-3177 午後1時～ 3時30分、市役所１階市民相談室
家庭児童相談室 弁護士による無料相談【各センターへ申込制】
総合生活支援
☎ 953-7710 11日㈯南包括、14日㈫・28日㈫きりしま苑、
センター
18日㈯西包括、25日㈯東包括
教育相談
同相談専用
☎ 963-5508
㊊～㊏ 午前9時～午後5時、教育支援センター ☎ 963-5533 午前10時～正午（1人30分）

家庭児童相談・こども SOS テレホン相談
平日 午前9時～午後4時、市役所分庁舎3
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図書館 に

図書館 Web

行こっ♪

☎ 951-4646

◆ Book Guide
一般書

姫旅

ＦＡＸ 957-0732

■子どもの本を読む会
▷23日㈭午前10時～正午
▷対象は大人
▷子どもの本の読書会

＊幼児・小学校低学年向けのイベントは、20 ～ 21ページを見てね。

今月のテーマ：大河ドラマ旅

１階入口特設コーナーでも、大河ドラマ関連書籍を
紹介中です。ぜひお越しください。

ＮＨＫ出版／刊

を過ごした、
「細川ガラシャ」
の思い出の地を掲 載。戦 国
時代を生きたヒロインたちの
生涯に思いをはせる１冊です。

児童書

「女城主・直虎」や「松姫」、
長岡京市で幸せな結婚生活



にいじまやえものがたり

新島八重物語

ばくまつ

い し ん

じゅうき

幕末・維新の銃姫
藤本ひとみ／著

講談社／刊

「探偵チームＫＺ事件ノート」シリーズで人気の、
藤本ひとみさんが描く幕末ヒロイン。会津に生まれ、
京都を駆けた、女性の生き様をごらんあれ！
おすす

この本も

■ 街歩き西郷どん！
林真理子／監修 KADOKAWA ／刊
■ 坂本龍馬と京都
佐々木克／著 吉川弘文館／刊

「麒麟がくる」放送開始を記念し、過去の大
河ドラマの主役たちの足跡をたどる本を集めました。
歴史を旅する本の世界に、あなたも触れてみませんか。

華麗なる戦国ヒロイン紀行
日本放送協会／編

■おはなしとブックトークの会
▷11日㈯午後2時30分〜 3時
▷対象は小学生
▷おはなしと本の紹介

め！

■ 黒田官兵衛 天才軍師ここにあり
藤咲あゆな / 著 ポプラ社 / 刊
■ 西郷隆盛 上・下
小前亮／著 小峰書店／刊

定期開催

シルバー人材センター入会説明会
同センター
15日㈬午前9時30分から（途中入場不可）、
☎ 955-8000
60歳以上の市民、開田自治会館（開田3-2-5）

転ばぬ先のからだづくり教室
（理学療法士・作業療法士）【申込制・先着順】健康医療推進室
65歳以上の市民でつくる3人以上のグルー ☎ 955-9704
音頭保存会事務局 プ。自治会館や自宅などに訪問

長岡京音頭保存会の練習日
17日㈮午後7時から、9日㈭・20日㈪
午後1時30分から、産業文化会館

（商工観光課）
☎ 955-9515

西山公園体育館トレーニング室利用説明会

西山公園体育館
☎ 953-1161

普通救命講習（心肺蘇生法や AED の取り扱
長岡京消防署
い、止血法、応急手当など）【申込制】
☎ 957-0119
19日㈰ 午前9時～正午、長岡京消防署

ふれあい朝市・夕市 毎週㊊ ▷午前9時～ 9
時30分 ( 中央公民館市民ひろば ) 毎週㊍ ▷
個人開放デー【申込制・先着順】午前9時～ 11時40分
スポーツセンター 午前9時～ 9時30分 ( 勝竜寺城公園駐車場）
18日㈯、スポーツセンター
☎ 951-3363
毎週㊏ ▷午後3時～ 5時
（バンビオ広場公園）
25日㈯、西山公園体育館
農林振興課
＊6･9･11日はエコバッグをプレゼント！
学校グラウンド夜間照明 ２月分の抽選日 文化・スポーツ振興室
☎ 955-9514
ふれっしゅ交流市 毎週㊊㊌㊏ ▷午前８時～
20日㈪午前9時から、市役所北棟4階大会議Ａ ☎ 955-9735
10時 ( 金ケ原の湯川酒店前 )
学校特別教室開放 午前9時〜正午に右記で 生涯学習課
海印寺ふれあい市 毎週㊋㊍㊏ ▷午前9時～
2月 1 日〜 29日使用分…1月15日㈬
（図書館3階）

【申込制・先着順】18歳以上対象
（㊋休館）

2月16日〜 29日使用分…1月31日㈮

☎ 955-9534

11時 ( JA 海印寺支店駐車場 )

休業・休館 「年始 １月１日 ( 水・祝 ) ～３㈮」は全施設休業です。
市役所、保健センター、
きりしま苑
竹寿苑
図書館
北開田会館
北開田児童館 “ キッズナ ”
西山公園体育館・中山修一記念館

㊏㊐㊗
㊏㊐㊗と 6日

観光案内所 長岡京＠ navi.
（西山天王山駅前）
観光案内所（長岡天神駅前）

㊊と 4・14・28∼31日 中央公民館
㊏午後、㊐㊗
㊐㊗と 4日
㊋と 4日

長岡京こらさ
シルバー活動交流フロア

あったかふれあいセンター

㊌と 4日
㊌と 4日
㊊と 4・14日
４・13日
㊏㊐㊗
㊐㊗と 4日

＊図書館は蔵書点検のため1月28日㈫から2月4日㈫まで休館します。
＊4日㈯の市民活動サポートセンターは、ミーティングスペースのみ使用可能です。

バ
ン
ビ
オ
１
番
館

市民活動サポートセンター
市民交流フロア

年始のみ

中央生涯学習センター
生涯学習団体交流室

4日

教育支援センター
男女共同参画センター
総合生活支援センター

㊐㊗

観光情報センター

スポーツセンター・神足ふれあい町家

㊌と 4日
4日
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