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手洗い
！
よ
る
張
頑
掲載内容は、新型コロナウイルスの影響で変更されている場合が
あります。事前に各担当へお問い合わせください。最新情報は、
市ホームページでご確認いただけます。なお、緊急事
態宣言の発出に伴い、来月以降の広報紙は、発行日等
が変更になる場合がありますのでご了承ください。
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新型コロナウイルス関連情報
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長岡京スクールぎゃらりー

９

受賞おめでとうございます

18-19

はぐくみひろば

＜写真＞
こまめな手洗いは、新型コロ
ナウイルスへの感染を予防
するための第一歩。一人一人

防災用サイレンが鳴ります

の心掛けが、感染拡大の防止
につながるのです。
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令和２年度 市の予算

５月12日は民生児童委員の日
情報インデックス

16-17
20

あなたのコーナー

10月採用の市職員を募集

一日も早い収束に向け“外出自粛”を

「緊急事態宣言」

京都府が
特定警戒都道府県に指定

新型コロナウイルスの感染拡大防止の取り
組みに、ご理解とご協力をいただきありがと
うございます。
「緊急事態宣言」が対象地域を全国に拡大
して発出され、中でも京都府は、特に重点的
な対策を進める必要のある「特定警戒都道府
県」に位置付けられました。これは、皆様に
「外出の自粛」や事業所への休業等を要請す
るものです。拡大防止対策が長引く中で引き
続き皆様にはご負担をおかけすることにな
りますが、一日も早い収束のため、皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。
本市では、市民や事業所の皆様に対する緊
急支援などにつきましても、国や京都府の支

新型コロナウイルス
感染症への市の対応
■ 令和元年度３月専決補正予算

援も活用して、今後迅速かつ適切に随時実施
してまいります。支援内容や手続き方法など
の詳細は、市ホームページや広報紙などでご
確認くださいますようお願いいたします。
長期化を懸念する声も聞かれます。福祉や
医療、スーパー、飲食店、運送関係など、生
活を支えていただいて
いる皆様に感謝と敬意
を表します。全ての方々
の ご 理 解 と ご 協 力 で、
この難局を乗り越えて
まいりましょう。


長岡京市長

中小路健吾

新型コロナウイルス感染症による影響を重く受け止め、市とし
て必要な予算措置を行い、さまざまな対策を講じてまいります。

31,739 千円

▶感染拡大防止対策

▷感染拡大防止としてマスク等衛生用品の確保
▷保育施設における感染症拡大防止の支援

▶学校臨時休校への対応

▶イベント開催や公共施設の利用自粛等への対応

▷公共施設の閉館・利用減による利用料等の減収に
等
応じた指定管理料の増額

▷放課後等デイサービスの利用増分を追加給付
▷午前中に放課後児童クラブを開所

■ 検討を進める市独自の支援策（決まり次第、市ホームページなどでお知らせします）
▶緊急雇用事業

▶飲食店応援キャンペーン「＃長岡京エール飯」

▶中小企業者等向け経営相談体制の拡充

▶地元応援！

▶小規模事業者等の事業継続への支援補助金

▶ふるさと納税返礼品に「食事券」

所得が急減または失職した人を市の臨時職員として
つなぎ雇用
社会保険労務士など専門家による雇用調整助成金の
申請や経営相談などに関する個別相談体制を拡充
事業継続や売り上げ向上につながる新たな取り組み

などに必要な経費の一部を補助

テイクアウトやデリバリーを行う飲食店を市ホーム
ページや SNS への投稿で PR するキャンペーン

プレミアム食事券

利用客が激減する飲食店の運転資金確保のため、各
店で使える先売り食事券のプレミアム分を補助
ふるさと納税の返礼品に市内の飲食店の各店で利用

できる食事券の取り扱いをスタート

■ その他の対応
▶ 10 月に予定していた下水道料金の引き上げ実施を

１年間延期（水道料金は、
予定どおり引き下げを実施）
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▶市税や国民健康保険料など、お支払いが困難な場合
の納付相談を実施

各種給付金の
申請は決定後
お知らせ

「特別定額給付金」「持続化給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」など、コロ
ナウイルス感染症拡大で特に影響を受けている方々に対して、各種給付金の実施が

予定されています。詳細が決まった制度から順次お知らせします。また、
「住居確保
給付金」の対象が拡大されています。各給付金についての詳細は、市ホームページ
や総務省、経済産業省、厚生労働省のホームページをご覧ください。

公共施設や公園の休業・休館情報（５月６日まで）
●

長岡京こらさ

●

産業文化会館

●

神足ふれあい町家
中山修一記念館
埋蔵文化財調査センター

総合生活支援センター●
（一般利用スペース）
スポーツ 子育て

観光案内所
（市内３か所）

カフェエポカ

市民活動サポートセンター
西山公園体育館

●

スポーツセンター

●

地域子育て支援センター
＊電話相談可
（市内４か所）

きりしま苑●
（一般利用スペース）

公園

中央公民館

中央生涯学習センター●

福祉・その他

図書館
（本の貸出も休止）

バンビオ

文化・産業

＊利用制限の内容など、詳しくは市ホームページをご確認ください。●印…窓口対応は継続。時間短縮など一部変更あり
西代里山公園
こがねが丘ホタル公園

老人福祉センター竹寿苑

下海印寺西条公園

老人憩の家

調子馬ノ池公園（グラウンド広場）

あったかふれあいセンター

勝竜寺城公園
（沼田丸除く）

北開田児童館

長岡公園テニスコート・ゲートボール場・管理棟●

北開田会館（相談機能を除く）

ジャブジャブ池・西山公園レクチャールーム

長岡京市営浴場（ふれあいの湯）

北開田公園（ゲートボール場）

飲食店のテイクアウト＆デリバリーを応援！

「＃長岡京エール飯」で SNS に投稿
テイクアウトやデリバリーで飲食店を応援するプロジェクトが
「＃長岡京エール飯」です。地元のお店を食べて応援しよう！
問商工観光課観光戦略・地域経済推進担当
☎ 955-9515 FAX 951-5410
めし

「＃長岡京エール飯」とハッシュタグをつけて投稿

お店やお客さんが、テイクアウトやデリバリーが可能なメニュー
を撮影し、
「＃長岡京エール飯」とハッシュタグをつけて、SNS に
投稿してください。SNS は、ツイッターやインスタグラム、フェ

テイクアウトや
デリバリーの商品を
作る・購入する

イスブックなど、何でも OK です。市ホームページ内の特設ペー
ジに掲載を希望する飲食店は、同ページ内のエントリーシートでお
申し込みください。
みせ

「＃長岡京エール店」で飲食店以外も応援

売り上げが減少しているのは、飲食店だけではありません。飲食
店以外の業種や、テイクアウトなどが難しいお店の情報は、
「＃長

岡京エール店」とハッシュタグをつけて投稿してください。知らな
かった新しいお店に出会うきっかけにしてほしい。そんな思いで始
めます。地元で買うこと、食べることが、一番の応援になります。

商品の
写真を撮る
＃長岡京エール飯の
ハッシュタグを
つけて SNS に投稿

雇用調整助成金の個別相談会（無料・予約制）
休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の申請方法

や経営相談など、社会保険労務士や経営支援員による個
別相談会です。
▶日時・場所＝５月８日㈮・12日㈫・13日㈬の午前10
時～午後5時、長岡京市商工会 ▶対象＝市内の事業者

▶定員＝先着で各日7組。多数の場合は調整

▶申込＝

商工会ホームページに掲載する申込書で、５月７日㈭午
後５時までにファクスで下記へ
問長岡京市商工会
（産業文化会館内）
☎ 951-8029 FAX 958-2473
長岡京ライフ 2020.5
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着実かつ、丁寧に取り組む
〝仕上げ″の年に。
令和２年度 一般会計予算
今年度の一般会計の予算総額は、281億4,700万円。前年度と比べて3
億6,300万円
（1.3％）の増加となりました。限られた財源の有効活用を図

予算総額は
281億4,700万円

（前年度比 1.3％ 増）

るため、事業を細やかに点検し、重点施策へ優先的に予算を配分しました。
みなさんに納めていただいている税金などがどのように使われるのかをお
知らせします。
問財政課 財政係

☎ 955-9541

FAX 951-5410

（＊）
市税の内訳

歳 入（ 市 の 収 入 ）

区

分

今年度

前年度からの増減

51億6,404万円

1億2,669万円

2.5％

（＊）
市税の内訳
法人

9億1,134万円

3,362万円

3.8％

市民税

個人
計

60億7,538万円

1億6,031万円

2.7％

固定資産税

51億2,457万円

4,280万円

0.8％

軽自動車税

1億611万円

647万円

6.5％

地方消費税交付金
16億6,000万円
（5.9％）
対前年度 23.0％

市たばこ税

3億4,410万円

▲ 3,500万円

▲ 9.2％

都市計画税

9億8,169万円

696万円

0.7％

126億3,185万円

1億8,154万円

1.5％

→

皆さんからの市税や、国・府から交付される国・府
支出金、借金である市債などで構成されます。

合

計

＊表の▲は、マイナスを表しています。

その他
4億4,236万円（1.6％）
対前年度 0.9％

府支出金
22億6,882万円
（8.1％）
対前年度 12.7％

→

▷自主財源の中心である市税
は、個人市民税が１億 2,669
市税（＊）
万 円（2.5 ％） の 増。 市 税 全
126億3,185万円（44.9％）
体では１億 8,154 万円（1.5
対前年度 1.5％
％）の増と見込んでいます。

→

281 億
4,700 万円

国庫支出金
47億9,161万円
（17.0％）
対前年度 4.2％

53

▷ 依 存 財 源 は、 地 方 交 付 税 は
５億 8,400 万円の減、実質の

→

→

繰入金
7億6,370万円（2.7％）
対前年度 5.4％

→

その他
13億187万円（4.6％）
対前年度 31.8％

分担金及び負担金
2億5,519万円（0.9％）
対前年度 51.3％

→

→

→

入

自主財源

歳

（ ・１％）

46

依存財源

市債
20億160万円
（7.1％）
対前年度 3.5％

（ ・９％）

→

地方交付税
20億3,000万 円
（7.2 ％）
対前年度 22.3％

地方交付税である臨時財政対
策債は２億円の増を見込んで
い ま す。 国 庫 支 出 金 は １ 億
9,142 万円、府支出金は２億
5,530 万 円 の 増 を 見 込 む 一
方、 普 通 建 設 事 業 債 は ２ 億
7,190 万円の減ですが、依存
財源全体では 9,666 万円（0.7
％）の増となります。

＊グラフや表の金額は、単位（万円）未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないことがあります。
＊グラフ中（ ）内は総額に対する割合です。
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対話の中で創り上げる、将来都市像
今年度は、第４次総合計画第１期基本計画の最

化につなげるなど、将来に向けた取り組みも着実

終年であり、節目となることを踏まえて編成しま

に進めていかなければなりません。一方、新型コ

した。これまでの４年間で実現することができた

ロナウイルス感染症による市民生活への影響は、

多くの施策を含め、目標にしっかりと到達してい

看過できないものであり、この難局を乗り切るた

くため、着実にかつ丁寧に取り組む「仕上げ」の

めの支援施策を、今後の補正予算等でもしっかり

年を目指します。

措置していきます。

今年は、
大河ドラマ「麒麟がくる」の放映により、

皆さまとの「対話」を重視しながら、暮らしを

多くの方に長岡京市を知っていただくチャンスの

一層支えていくことを何よりも優先し、引き続き

年でもあります。観光戦略の推進を通じ地域活性

一意専心に取り組みます。

歳 出（ 市 の 支 出 ） どんなことに使っているかなどを見る「性質別」の分け方があります。
行政分野ごとの使い方を見る「目的別」と、経済的な性質に分け、

■ 歳出 ( 目的別 )

扶助費
公債費

（対前年度比）

53 億
19.0％
5,625 万円 （6.3％）
81 億
29.0％
5,499 万円 （12.9％）
26 億
9.3％
2,472 万円 （2.4％）

（

12 億
4.4％
2,759 万円 （▲ 36.6％）

→

健康診断やごみ処理などに

衛生費
26億690万円（9.3％）
対前年度 3.6％

→

民生費
129億991万円（45.9％）
対前年度 8.3％

歳 出
281 億
4,700 万円

行政運営に

総務費
35億593万円
（12.5％）
対前年度 9.3％

借金の返済に

→

公債費
26億2,472万円
（9.3％）
対前年度 2.4％

→

・5%）

消費的経費

36 億
12.8％
1,074 万円 （▲ 3.4％）
26
1億
0.5％
維持補修費
2,900 万円 （7.5％）
37 億
13.2％
補助費等
1,843 万円 （▲ 6.2％）
4億
1.7％
積立金
7,343 万円 （29.2％）
1億
0.4％
11 貸付金
648 万円
（0.0％）
25 億
9.2％
繰出金
9,665 万円 （6.3％）
1億
0.5％
その他
4,872 万円 （▲ 48.4％）

物件費

教育費
25億6,951万円（9.1％）
対前年度 26.3％

→

） （

4
・ 普通建設
4 事業費
%

福祉・保険・医療に

小中学校や生涯学習に

→

・3%）

投
資
的
経
費

人件費

予算額

土木費
21億7,128万円（7.7％）
対前年度 0.1％

・8%）

その他経費

（

※その他 の 内訳

議会費

3億1,133万円（1.1％）
対前年度 0.4％

農林水産業費

1億3,155万円（0.5％）
対前年度 12.6％

労働費

6,762万円（0.2％）
対前年度 0.0％→

商工費

2億2,940万円
（0.8％）
対前年度 36.7％
↓

義務的経費

（

57

分

※その他
7億7,190万円（2.7％）
対前年度 16.5％

道路や公園などの整備に

↓

区

構成比

消防費
9億8,687万円
（3.5％）
対前年度 0.6％

→

▷長岡第六小学校給食室建設工事が前
年度中に進んだため、投資的経費は
減少しました。

▷幼児教育・保育の無償化の影響や保育施設の増、障がい福祉費の
増などにより民生費が増。新庁舎等建設工事開始に伴い総務費が
増となりました。

→

▷子育て関連経費の拡充をはじめとす
る社会保障経費の増により、扶助費
が増加しました。

↓

■ 歳出 ( 性質別 )

予備費

3,200万円
（0.1％）
対前年度 0.0％→

＊表の▲は、マイナスを表しています。
長岡京ライフ
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主な新規・拡充事業
新 …新たに実施する事業

充 …内容を拡充する事業

補 …昨年度 3 月補正予算で予算化したものと一体として行う事業

柱１ こども

子育て・教育環境の充実

大 …大河ドラマ関連事業
＊大河ドラマ「麒麟がくる」の放送に合わせ、
各分野で関連事業を実施します。

社会の宝である子どもが、地域の支援の中で健やかに成長
できるよう、子育てや教育環境の充実に取り組みます。
・私立幼稚園副食費への補足給付…1,220 万円

新

・子育て支援医療費助成制度の拡充…3 億 589 万円
・妊娠健康診査公費負担の拡充…5,739 万円

充

・施設型保育事業の拡充…13 億 5,254 万円

充

・地域型保育事業の拡充…5 億 8,597 万円

充

・小中学校情報通信環境の整備…3 億 1,460 万円
・スクールロイヤーの設置…55 万円

充

新 補

新

・長四小再整備工事基本・実施設計…1 億 4,957 万円

新

（債務負担行為の設定）
・小中学校施設安全・快適整備…4 億 2,806 万円
パソコンを使った授業を受ける小学生

・放課後児童クラブ開設時間の延長、有資格職の新設
       (

柱２ くらし

安心して暮らせるまちへ

保健・医療・福祉が充実した生活環境のもと、
いきいきと暮らせるまちを目指します。

柱３ かがやき

地域も自分も元気に！

充 補

放課後児童クラブ育成事業費総額 )…2 億 4,376 万円

・長岡京まるごとヘルシーフェスタ開催…18 万円

充

新

・家族介護者リフレッシュ事業リニューアル…155 万円
・成年後見制度利用支援事業…915 万円

新

充

・共生型福祉施設構想の推進…1,991 万円

充

・次期市営住宅等長寿命化計画の策定…539 万円

新

地域の自治機能を高めるとともに、生涯を通じて自分らし
く生きることができるまちづくりを推進します。
・自治振興条例の制定に向けた検討…1,263 万円

新

（債務負担行為の設定含む）
  
・多世代交流ふれあいセンター
給排水設備改修調査…86 万円
・バンビオ１番館空調設備更新実施設計…715 万円

新

新

・北開田会館エレベーター設置等実施設計…638 万円

新

・スポーツセンター施設再整備に向けた
事前準備に係る経費…8 万円
・文化財保存活用地域計画の策定…458 万円
・まちなか博の実施…266 万円
バンビオイルミネーション「竹花灯」
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新

新 大

新 大

・バンビオ広場イルミネーション開催補助金…250 万円

充

柱４ まち

暮らしやすいまちづくり

まちの利便性向上に向けて、中心市街地の再編に取り組み、
防災機能の強化と、調和のとれた住環境を整備します。
・ＪＲ長岡京駅駅前広場整備詳細設計…1,486 万円
・阪急長岡天神駅周辺整備…3,752 万円
・地籍調査業務の実施…321 万円

新

新

新

・空き家等対策計画の改訂…59 万円

新

・新庁舎等建設事業…2 億 1,744 万円

充

・長岡京駅前線整備事業…2 億 9,795 万円

充 補

・長岡京はっぴぃバス運行ルート変更検討…190 万円
・地下道排水ポンプ用自家発電設備設計…521 万円
・大河ドラマ観光キャンペーン…855 万円
阪急長岡天神西側駅前広場のイメージ

柱５ みどり

うるおいのある都市へ

・風呂川排水区基本設計…1,119 万円
・水防倉庫の建て替え…255 万円

新

新

充 大

新

新

〝環境の都〟として、循環型社会づくりを進め、自然の恵
みや魅力を生活の中で実感できるまちづくりを進めます。
・環境美化推進事業…149 万円

充

・里山林再生・竹林整備・
危険木伐倒処理の推進…1,596 万円

充

・指定ごみ袋制度導入に向けた周知啓発経費…59 万円

充

・給食調理くずの再資源化…244 万円

充

・西山公園（第 3 期）整備推進…1,590 万円
・西山公園トイレ改修工事…348 万円

新

新

・勝竜寺城公園における歴史・
観光の発信拠点として機能する勝竜寺城公園

柱６ けいえい

効率的な行財政運営

観光の発信拠点機能強化…620 万円

充 大

まちの魅力を広く発信し、無駄を省きながら、自律的で持続
可能な行財政運営を行います。

・シティプロモーションの推進…1,200 万円

充 大

・ふるさと納税を活用した魅力発信事業…1 億 1,824 万円
・長岡京ガラシャ祭開催支援事業…1,600 万円

充

充 大

・第４次総合計画第２期基本計画の策定…186 万円

充

・ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）
の導入…55 万円
・税・料の電子マネー決済導入に向けた準備…17 万円
・税務共同化事業…6,211 万円
大河ドラマの放送開始でより盛大に行うガラシャ祭

新

新

充

・環境基本計画等推進事業…244 万円

充

長岡京ライフ 2020.5
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特別会計の
予算

一般会計と切り離して経理することが認められている事業の会計です。他
の事業と分けてお金の流れを管理することで、事業の状況や実績などが分
かりやすくなります。

国民健康保険事業

繰入金
府支出金
7億1,793万円
50億7,083万円 （10.0％） その他
（70.4％）
1,597万円
（0.2％）

予算規模は、前年度比4.3％減となりました。

歳入は、保険料収入が前年度比1.0％減と引き

続き減少傾向が続いています。

歳出は、１人当たりの保険給付費が増加してい

ますが、保険給付費全体としては前年度比4.2％
減を見込みました。依然として、被保険者の減少
や高齢化による１人当たりの医療費の増加、加入
者の所得の減少などにより、保険料収入の確保が

国民健康保険料
14億87万円
（19.4％）

し、前年度と比べて２億9,250万円の増額とな
りました。

歳出のうち、保険給付費は要介護認定者や介

護サービス利用者などの増加で、前年度と比べ
て約4.5％増加しています。

問高齢介護課 介護保険係
☎ 955-2059 FAX 951-5410

公営企業
会計の予算

出

国保事業費納付金
19億896万円
（26.5％）

歳

入

72億6,413万円

一般会計繰入金
11億6,449万円（16.0%）
その他
114万円（0.0%）

総務費
歳 出
1億1,672万円
その他
（1.6%）
1,244万円
保険給付費
（0.1%）
地域支援事業費
67億7,252万円
（93.3%） ３億6,245万円（5.0%）

支」と、
施設の整備などに必要な「資本的収支」に分けて経理をしています。

計画的に更新・耐震化を行います。基幹管路の耐

震化工事を進めるとともに、東第２浄水場の延命
化を図るため耐震補強の実施設計に着手します。

公共下水道事業会計
汚水事業では、下水道施設を計画的、効率的に

維持管理・更新を行うための基本的な整備方針を

■収益的収支（税込み）

■資本的収支（税込み）

収益的収入

22億2,873万円

資本的収入

6億8,178万円

収益的支出

21億4,551万円

資本的支出

10億2,213万円

当年度純利益

8,322万円

問上下水道部 総務課 水道係

＊数値は四捨五入しています。

☎955-9538 FAX951-2200

■収益的収支（税込み）
32億1,259万円

資本的収入

9億6,072万円

収益的支出

29億6,518万円

資本的支出

18億6,614万円

当年度純利益

続工事を行います。

問上下水道部 総務課 下水道係

都府事業の「いろは呑龍トンネル南幹線」への接

■資本的収支（税込み）

収益的収入

策定します。雨水事業では、浸水対策として、京

長岡京ライフ 2020.5

府支出金
10億3,472万円（14.3%）

事業は公営企業として運営していて、日々の経営活動に必要な「収益的収

自然災害に負けない強靭な水道施設とするため、

-

保健事業費
9,550万円
（1.3％）

支払基金交付金
18億7,646万円（25.8%）

国庫支出金
15億9,055万円
（21.9%）
介護保険料
15億9,677万円
（22.0%）

その他
2,601万円
（0.4％）

市民の福祉増進のために市が経営する企業が「公営企業」です。上下水道

水道事業会計

8

歳
保険給付費
50億2,258万円
（69.7％）

問国民健康保険課 国保係
☎ 955-9511 FAX 951-1929

「第７期介護保険事業計画」に基づいて編成

入

72億560万円

総務費
１億5,255万円
（2.1％）

難しくなる状況が続いています。

介護保険事業

歳

2億4,741万円

＊数値は四捨五入しています。

☎955-9714 FAX951-2200

受賞おめでとうございます
高齢者叙勲
瑞宝双光章
元特定郵便局長
鈴木 忠夫

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章
元京都市消防司令長
長島 郁雄

◆ 子供の読書活動優秀実践校・
図書館・団体（個人）
文部科学大臣表彰
長岡京市立長法寺小学校
長岡京市立図書館

◆ 京都府スポーツ賞
《 功労賞 》
貴志 孝雄（地域スポーツ振興）
《 優秀賞 》
田畑 泰里（武術太極拳）
木村 稜（陸上競技）

熊谷 日奈多
（アーティスティックスイミング）
小
野乃花（新体操）
竹澤

志緒里（フェンシング）

《 未来くん賞 》
奥村 宗司（空手道）
奥村 和叶（空手道）
勝嶋 亮太（空手道）
小林 永和（空手道）
久保 良樹（空手道）

服部 伶矢（テニス）
長岡京市立長岡第三中学校

男子バドミントン部

（バドミントン）
川口 聡太（バドミントン）
笠谷
徳本
木根
伊田
細見
射庭
湯浅
岩井

啓人（バドミントン）
航己（バドミントン）
知哉（バドミントン）
新（バドミントン）
一平（バドミントン）
紀乃（バドミントン）
敦貴（バドミントン）
葵晴（バドミントン）

＊順不同・敬称略

㊋は

日
12

５月

民生委員
・
児童委員の日

地域の身近な相談相手“民生児童委員”
。毎年５月
12日は、地域の皆さんとの信頼関係を、さらに深め
られるよう活動します。
問長岡京市民生児童委員協議会事務局（社会福祉課内）
☎ 955-9516 FAX 951-7739

●民生児童委員って？

地域の皆さんの相談に乗り、必要に応じて福祉制度や子育て支援サ
ービスが受けられるよう関係機関へつなぐ活動をしています。通学路
の見守り活動や、ひとり暮らし高齢者の会の開催支援など、それぞれ
担当区域を決めて支援しています。民生児童委員の中に、児童に関す
ることを専門的に担当する「主任児童委員」がいます。相談者の秘密
はしっかりと守られますので、安心してご相談ください。

▲ひとり暮らし高齢者の会での折り紙教室

民生委員・児童委員厚生労働大臣特別表彰
おめでとうございます
梶原 幸子
▲通学路の見守り活動

竹内 節子

福岡 昭臣

西村 秀晴

今藤 和代

＊順不同・敬称略。掲載は承諾者のみ。

長岡京ライフ 2020.5

-

9

今月の
いちエコ

「インターネット環境家計簿」によると、京都府南部の電気代は5月が最も少なくなる
そう。照明や冷蔵庫など、１年中必要な機器の使い方を見直して、最低使用記録を更新！

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

「もっと知りたい」が

きっと見つかる！

☎ 955-9548

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）

催し
きりしま苑で開催 体操講座・
ヘルパー研修・親子向け教室
●障がい者の外出をお手伝い
ガイドヘルパー研修

▶日時＝【講義】6月6日㈯・13日㈯、
【演 習 】6月20日 ㈯、 午 前9時30分
～午後4時30分 ▶費用＝3,000円
▶申込＝5月1日㈮から
● Fab Music. 親子で英語ミュー
ジック教室
▶ 日 時 ＝6月11日 ㈭ 午 前10時 ～ 正

午 ▶対象＝おおむね生後３か月～
未就学児と保護者
（先着15組） ▶
費用＝100円 ▶申込＝5月12日㈫
午後2時から
問きりしま苑
☎ 956-0294 FAX 956-0290

※「緊急事態宣言」発出に伴
い、紙面編成を一部変更し

ています。ご了承ください。

広告

10

-

長岡京ライフ 2020.5

●廃棄物減量等推進審議会委員
▶対象＝市内在住・在勤・在学の人
▶募集人数＝2人 ▶任期＝6月26
日から2年間 ▶会議＝年2回程度
▶ 報 酬 ＝1回9,600円 ▶ 応 募 ＝5
月1日㈮～ 29日㈮
問環境業務課ごみ減量推進担当

● 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！

夏を涼しく！
グリーンカーテン講習会

▶日時・場所＝5月15日㈮午後1時
30分～ 3時30分、西山公園グリー
ンハウス ▶定員＝先着30人 ▶
申 込 ＝5月7日 ㈭ ～ 12日 ㈫（平 日 の
午前9時～午後5時のみ受付）
＊受講者にゴーヤ苗をプレゼント。
問
（公財）長岡京市緑の協会
☎ 952-1900 FAX 952-1905

募集します
市政推進にあなたの力を！
各種委員

いずれも満18歳以上が対象。書
類で選考します。
●行財政健全化推進委員会委員
▶対象＝市内在住・在勤の人 ▶募
集人数＝2人 ▶任期＝6月から3年
間 ▶会議＝年3回程度 ▶報酬＝1
回9,600円 ▶応募＝5月22日㈮まで
問総合計画推進課企画総務・行革担当
☎ 955-9502 FAX 951-5410
sougoukeikaku

FAX 955-9955

kankyougyoumu
●公民館運営審議会委員
▶対象＝市内在住・在勤の人 ▶募
集人数＝2人 ▶任期＝令和4年3月
31日まで ▶会議＝年2回程度 ▶
報 酬 ＝1回9,600円 ▶ 応 募 ＝5月
13日㈬までに志望動機を提出
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774
●産業文化会館運営委員
▶対象＝市内在住・在勤で、産業文

化会館の利用団体と利害関係のない
人 ▶募集人数＝1人 ▶任期＝7
月から2年間 ▶会議＝年2回程度
▶応募＝委員募集様式に記入し、5
月31日㈰までに郵送（消印有効）
問商工観光課商工振興係
☎ 955-9688 FAX 951-5410

第４次総合計画
第２期基本計画素案への意見

素案は、情報公開コーナーや市
ホームページで公開しています。新
型コロナウイルス感染症への対応と
して、希望者には郵送します。
▶募集期間＝5月1日㈮～ 31日㈰
＊寄せられた意見に対する考え方
は、個人情報を除き、市ホームペー
ジで公開します。
問総合計画推進課企画総務・行革担当
☎ 955-9502 FAX 951-5410
sougoukeikaku

市民課の窓口を
午後７時まで延長

5月7日と21日の㊍は、午後7時まで延長しています。税関係の証明書の発行など、一部取り扱
いできない業務があります。

電気使用量10% 削減を目指す
省エネモニター

電気使用量の増える夏期に10％
省エネすると、標準的な使い方をし
ている３人家族で４千円以上の節約
に。地球にも家計にも優しい省エネ
に取り組んでみませんか。
▶定員＝先着10世帯 ▶期間＝6月
～ 9月（4か月間） ▶希望者には家
庭の電気使用状況を見える化する機
械「省エネナビ」を無料で貸し出し
問環境政策室環境政策担当
☎ 955-9542 FAX 951-5410
kankyouseisaku

確認してください
光化学スモッグにご注意！
発生時にはサイレンを吹鳴

注意報が出たら、車の使用を控え、
できるだけ屋外に出ないようにしま
しょう。目やのどに刺激を感じた人
は洗顔やうがいをし、下記へ連絡を。

桂川で見たこと・感じたこと
を報告 河川愛護モニター

●注意報発令のお知らせ方法
▶サイレンを20秒×2回鳴らす
（解
除時は10秒×2回） ▶公共施設に
懸垂幕を掲げる ▶市ホームページ
に 掲 載 ▶「防 災・ 防
犯メール」を配信
（登録
は 右 記 QR か ら 空 メ ー
ルを送信）
＊注意報の発令期間は5月1日㈮～

▶謝礼＝月4,500円程度 ▶応募方
法＝5月31日㈰までに右
記ホームページから

５月20日㊌午前11時から
J アラート情報伝達訓練を実施

▶ 対 象 ＝ 市 内 在 住 の20歳 以 上 で、
インターネット環境のある人
（若干
名 ） ▶ 活 動 期 間 ＝7月 ～ 来 年6月

問淀川河川事務所管理課
☎ 072-843-2861

成長の記録や誕生日の記念に
「いたずらざかり」掲載写真

「はぐくみひろば」では毎月、市
内に住むお子さんの写真を、メッ
セージ付きで掲載しています。未就
学児が対象ですが、小学生のきょう
だいが一緒に写っても
OK です。ぜひ、かわい
い写真で広報紙に華を添
えてください。
問広報発信課広報戦略担当
☎ 955-9660
kouhou

FAX 955-9703

9月30日㈬を予定しています。
問環境政策室環境保全担当
☎ 955-9685 FAX 951-5410

全国瞬時警報システム
（J アラー
ト）
を使った、防災情報お知らせメー
ルの伝達訓練です。当日はメールが
送信されます。
●防災情報お知らせメールとは
気象警報や災害時の情報を配信す
ル登録制メールです。災
害に対する備えとして、
ぜひ登録してください。
問防災・安全推進室防災・危機管理担当
☎ 955-9661 FAX 951-5410

問市民課住民記録係

☎ 955-9557

周囲への配慮、十分ですか
ペットの飼い方・接し方

散歩時のふん放置や野良猫の鳴き
声などへの苦情が増えています。近
隣に配慮した飼い方・接し方ができ
ているか、今一度考えてみましょう。
●命を終えるまで大切に
飼い主には
「死ぬまできちんと飼う」
責任があると、動物愛護法に明記され
ています。野良猫のほとんどが、もと
もとは飼い猫。命を預かっていること
を忘れず、一生の面倒を見ましょう。
●突然の災害に備えましょう
他人に友好的に接するように慣ら
しておいたり、ペットフードや水な
どの備蓄もしておきましょう。
●猫を飼うときは室内で！
トイレは室内に確保し、清潔に保
ちましょう。屋外に餌を置くことは
やめましょう。
●犬を飼うときは次のことに配慮
登録と年1度の狂犬病予防注射が
必要です。放し飼いにはせず、鳴き
声で迷惑をかけないようしつけま
しょう。散歩時のふんは持ち帰り、
尿の跡には水をかけましょう。
問環境政策室環境保全担当
☎ 955-9685 FAX 951-5410

2020年工業統計調査に
ご協力をお願いします

製造業を営む全ての事業所を対象
に、全国一斉調査が行われます。5
月下旬頃までに調査票を配布します
ので、郵送かインターネットで回答
してください。
＊調査票の内容は、統計を作成する
以外の目的には使用しません。
問総務課総務係
☎ 955-9547 FAX 951-5410

広告
2,700 円

25 周年記念謝恩価格

2,000 円（税サ込）

長岡京ライフ 2020.5
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税のお支払い
は確実に♪

固定資産税・都市計画税全期前納と第1期納期限（口座振替日）は6月1日㈪です。令和2年度納税通知書は
5月8日㈮に発送予定です。口座振替の場合は残高をご確認ください。

５月は「赤十字運動月間」
日赤募金にご協力を

自然災害発生時の救護活動や救急
法の普及、輸血用血液の安定供給な
ど、人道的使命を果たすため、中立
性をもって活動する認可法人です。
●日赤募金にご協力を

日本赤十字社の活動は、募金に
よって支えられています。市内公共
施設やスーパーなどに募金箱を設置
していますので、活動継続・充実の
ために、ご協力をお願いします。
●防災講座へ講師を派遣します
地域の防災関係講座や救急法など
の講習会へ、講師を派遣します。ご
相談は下記へ。
問社会福祉課地域福祉・労政係
☎ 955-9516 FAX 951-7739

ハチや巣には近寄らないで！
活動が活発な時期です

巣の近くで大声を出すなどの刺激
を与える行為はやめましょう。ハチ
は黒色を攻撃する習性があります。
服装の色使いにも注意しましょう。
攻撃を受けたときに払おうとするの
は危険です。すぐにその場を立ち
去ってください。
●刺されたときは
すぐに刺されたところをつまみ、
毒液を絞り出してください。水洗い
してから抗ヒスタミン軟膏などの薬
を塗り、
医師の診断を受けましょう。
●駆除の依頼は

京都府ペストコントロール協会
（☎ 752-8071）
へ。駆除費用は有料。
問環境政策室環境保全担当
☎ 955-9685 FAX 951-5410

広告
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対象者は申請を
児童のための３つの手当て

▶支給＝原則、申請月の翌月分から
＊公務員は、勤務先へ申請を。
●児童扶養手当（所得制限あり）
▶対象＝次のいずれかの児童を養育
している人▷父母が婚姻を解消した
▷父か母が死亡した▷父か母が政令
で定める重度の障がいの状態にある
▷父か母の生死が明らかでない▷父
か母から1年以上遺棄されている▷
父か母が裁判所からの DV 保護命令

を受けた▷父か母が法令により1年
以上拘禁されている▷母が婚姻によ
らないで出産した ▶支給額（児童
１人 当 た り 月 額 ）＝10,180円 ～
43,160円。児童が増えるごとに加
算あり ▶支給＝所得に応じて、申
請月の翌月分から

国民健康保険 夜間の窓口

☎ 955-9509

●特別児童扶養手当（所得制限あり）

いずれの手当ても、国内に住み、
それぞれの受給要件に当てはまる人
が対象です。現在手当を受けている
人は手続不要です。
●児童手当
▶対象＝中学校を卒業するまでの児
童を養育する人 ▶支給額
（児童１
人当たり月額）＝3歳未満は15,000
円、3歳以上は10,000円（所得制限
限度額以上の場合は5,000円） ▶
申請＝出生時や転入時などに必要

問税務課

▶対象＝次のいずれかの児童を養育
している人▷身体などが不自由▷日
常生活を制限されるほどの病気にか
かっている▷知的障がい、発達障が
い、精神障がいがある ▶障がいの
程度の判断基準＝重度の障がいは、
身障手帳1・2級か療育手帳 A 程度。
中度の障がいは、身障手帳3級（下
肢機能障がいは4級を含む）か療育
手帳 B の一部程度 ▶支給額
（児童
１人当たり月額）＝重度の障がいは
52,500円、中度の障がいは34,970
円
＊申請には診断書などが必要。
問子育て支援課子育て支援係
☎ 955-9558 FAX 952-0001
児童手当専用ダイヤル
☎ 955-3155

今月は児童扶養手当の支給月
振り込み日は５月11日㊊

5月11日㈪に、3月（新規認定者は
認定月）～ 4月分を振り込みます。
翌日以降にご確認ください。全部停
止や令和元年度の現況届が未提出の
場合は支給されません。
問子育て支援課子育て支援係
☎ 955-9558

FAX 952-0001

５月27日㊌・28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

問国保係（給付関係）
☎ 955-9511 FAX 951-1929

＊時間外受付
（北棟1階）での納付には
納付書が必要です。

管理係（保険料関係）
☎ 955-9706 FAX 951-1929

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。

お近くの銀行・信用金庫・郵便局などの金融機関やコンビニエンスストア、府の納税窓口で期

自動車税の納期限は
６月１日㊊

限までに納付してください。

少しだけ遅くまでお待ちして
います 夜間納付相談受付

5月は、月末の3日間に夜間納付
相談を受け付けます。
電話相談も可。
▶日時・場所＝5月27日㈬～ 29日
㈮ 午 後5時 ～ 8時、 市 役 所 北 棟2階
税務課収納管理係
＊6月末にも実施する予定です。
●時間外窓口でも納付できます
納付書があれば、市役所の時間外
受付窓口でも納付できます。
▶平日＝午後5時～ 10時 ▶㊏㊐
㊗＝午前8時～午後10時
問税務課収納管理係
☎ 955-9509 FAX 951-5410

40・50歳代の男性は確認を
風しんの抗体検査と予防接種

問京都府京都西府税事務所

種が必要です。
▶対象＝昭和37年4月2日～昭和54
年4月1日生まれの男性
＊ 昭 和37年4月2日 ～ 昭 和47年4月
1日生まれの人には、5月中にクー
ポン券を発送します。
＊ 昭 和47年4月2日 ～ 昭 和54年4月
1日生まれの人には、昨年6月に
発送済みです。有効期限が「2020
年3月」となっていますが、
「2021
年3月」まで使用できます。
問健康医療推進室保健活動担当
☎ 955-9704

FAX 955-2054

相談 ＆ 説明会
生活費や療養費に困ったら
くらしの資金貸付相談

一時的に生活費などに困っている
世帯に資金を貸し付けます。

送付します。まず、医療機関で抗体
検査を受けてください。
検査の結果、
十分な免疫がなかった場合は予防接

▶対象＝市内に3か月以上住んでお
り、資金貸付により自立更生が可能
と認められる世帯 ▶相談受付＝5

向日市へ

保健センター

☎955-3320

小畑川

文

長七小

付けが必要であることが確認できる
書類（見積書や請求書など）
、ハンコ
▶貸付額＝1世帯10万円以内 ▶貸
付 日 ＝5月27日 ㈬、28日 ㈭ ▶ 返
済方法＝貸付日から2年以内に一括
か分割で（据え置き期間は4か月）
＊家計収支の聞き取りや返済見込み
などの審査があります。
問総合生活支援センター（バンビオ）
FAX 963-5509

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶ 日 時・ 場 所 ＝5月12日 ㈫・19日
㈫ ･26日㈫午後0時30分～ 3時、ポ
リテクセンター京都 ▶対象＝離職
中・離職予定の人で職業訓練の受講
を考えている人 ▶要申込
問ポリテクセンター京都訓練課
☎ 951-7397

FAX 951-7393

＊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

■内科・小児科
午前９時30分〜午後４時（昼休憩あり）
乙訓休日応急診療所
（今里北ノ町39-4）

FAX 326-3310

月8日㈮～ 13日㈬午前9時～午後5
時に下記で（予約制） ▶持ち物＝住
所がわかるもの（運転免許証、保険
証、公共料金の郵便物など）
、貸し

☎ 963-5508

過去に風しんの予防接種がなかっ
た年代の男性に、抗体検査と予防接
種が無料で受けられるクーポン券を

㊐㊗㊡の急患は

☎ 326-3312

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
３日 向日回生病院
☎934-6881
（向日市物集女町中海道92-12）

17日 上原医院
☎922-5007
（向日市物集女町池ノ裏1-6）

４日 新河端病院
☎954-3136
（一文橋2-31-1）

24日 さいのうち医院
（神足1-10-6）

５日 千春会病院
☎954-2175
（開田2-14-26）

31日 済生会京都府病院 ☎955-0111
（今里南平尾8）

６日 済生会京都府病院☎955-0111
（今里南平尾8）

夜間も安心『小児救急電話相談』
☎♯8000（携帯電話可）

10日 千春会病院
☎954-2175
（開田2-14-26）

☎955-6850

▶相談時間＝午後７時～翌朝８時
（土曜日は午後３時～翌朝８時）

広告

公共施設の予約や確認
●８月使用分
当選の確認…５月15日㈮～ 25日㈪
申請の締切…５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

長岡京ライフ 2020.5
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※「緊急事態宣言」発出に伴い、紙面編成を一部変
更しています。
「ほっこりんぐ」
「憩い」
「図書館に

行こっ♪」
「定期開催」のコーナーにつきましては、
今月号は掲載していません。ご了承ください。な
お、施設の休業・休館情報につきましては、３ペー
ジに掲載しています。市ホームページからもご確
認いただけます。

市民無料相談

※今後中止になることや、電話相談に変わることがあります

弁護士相談【申込制・先着6人、1人30分】
㊍ 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。
＊5月7日㈭の申込は5月1日㈮受付。

心身障がい者相談
（視覚・肢体）
＊今月は中止します。

障がい福祉課
☎ 955-9549

障がい者の虐待に関する相談
総務課
平日 午前8時30分〜午後5時15分、
市民相談・
司法書士相談【申込制・先着6人、1人30分】 消費者行政担当 乙訓障がい者虐待防止センター
13日㈬・20日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
☎ 955-9501 精神保健福祉相談【申込制】
㊋ 午後1時～ 4時、市役所（自宅への訪問可）
行政相談 ＊当面の間中止します。再開はホ
全て
ームページでお知らせします。
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、東
消費生活相談
地域包括支援センタ－
平日（㊋除く）午前9時〜正午、午後1時～ 4時 市民相談室
行政書士相談
（暮らしや事業の手続き相談）
＊今月は中止します。

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）
都市計画課
平日 午前9時〜午後5時
男女共同参画
☎ 955-9743
【一般相談☎ 963-5522】【 DV 相談☎ 874-7867】
センター
女性のカウンセリングルーム【申込制】
リハビリ相談（作業療法士・理学療法士）
【申込制】
“いこ～る”
13日㈬・20日㈬ 午前9時30分〜午後0時30分 プラス
平日 午前9時〜午後4時、市役所か自宅へ訪問
健康医療推進室 27日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
☎ 963-5502
生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士） ☎ 955-9704
女性の法律相談【申込制】
【各時間２人・申込制】18日㈪ 午後1時・2時・
全て
27日㈬ 午前10時〜正午
3時、20歳以上の市民、市役所か保健センター
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）
22日㈮ 午後7時〜 9時
18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、18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
不動産無料相談
（空き家対策含む）
予約可
19日㈫ 午後1時30分～ 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 ※電話相談のみ【各セ
総合生活支援
☎ 953-7710 ンターへ申込制、1人30分】9日㈯南包括、12
センター
日㈫・26日㈫きりしま苑、16日㈯西包括、23
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 日㈯東包括、30日㈯北包括、午前10時～正午

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

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部の市民無料相談は、中止や
電話相談のみとなっています。最新情報は各相談窓口へご確認ください。
広告

まちの姿

81,086 人
世帯数 36,409 世帯

人口

（４月１日現在 )
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ール
長岡京 スク
ぎゃらりー

市内小学生の芸術作品を紹介するよ。
みんなの工夫したポイントも見てみよう

長岡第十小学校

いけがみとうり

「おかめさんとひょっとこさん」（版画） 1年 池上統理 さん
ひょっとこの手ぬぐいのがらをくふうしました。
おかめとひょっとこの目のかたちをかえました。

おおはしいつき

「なわとび」（版画） 3年 大橋樹 さん
わたしがくふうしたことは、紙のしゅ
るいをかえて服のもようを二つにしたこ
とです。バランスよくなるように草をつ
けました。

い し だ あ や な

「けんばんを吹くわたし」（版画）
5年 石田彩菜 さん
指のつめやホース等細かいところは三角刀ではみださない
ようにし、工夫できたと思いました。上手だと思うところは
「まど」で一直線にほれたからです。

＊制作時の学年で表記しています。

長岡京ライフ 2020.5 -
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あなたの
コーナー
読者のお便りや
サークルからの お 知 ら せ

掲載文の詳細については、各
問い合わせ先へ。掲載申し込
みは、広報発信課の窓口へ。

催しの案内
◆たけのこ堀りに行こう！▷5月10日
㈰9時～正午、大原野竹林▷年長～小
2、女の子も大歓迎▷要申込▷ HP あ

あなたのコーナーに掲載しませんか？
●申し込みは、発行日の1か月前ま
でに下記へ。申込用紙は、下記や、
市ホームから入手できます。
●掲載できる文字数と頻度は以下
のとおりです。▷催し＝約100
字（6行分）2か月に1回▷募集＝
約85文字（5行分）6か月に1回

◆月曜うたいましょう会
（休会します）
▷5月、6月は休会、7月以降について
は、このコーナーでお知らせします。
▷童謡、唱歌、懐かしの歌などをみん
なで歌う 問同会 松山（☎ 090-54609706）

うえかねくり

ン 上兼栗
（☎ 957-3033）

◆講演会▷①5月23日㈯ ②6月20日㈯
14時～ 16時半、中央公民館▷①「株
をはじめる人のために」専業投資家 石

田氏 ②「看取りとしての臓器の提供」
京都第二日赤 村上医師▷ HP あり 問
時事問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

募集します
◆グリーン長岡テニスクラブ
（硬式）▷
男性㊏㊐㊗13時～ 17時、女性㊋㊍の
午前、長岡公園テニスコート▷入会
2,000円、 男 性 月4,000円、 女 性 月
2,500円 問斉藤
（☎ 090-8388-4367）
アーティー

ベ ア ー ズ

◆京都管楽合奏団 ARTY B EARS ▷毎
週㊍17時半～ 22時の間で3時間、中
央公民館ほか▷管楽器を持ち、経験年
数1年以上▷月3,500円（学割あり）▷
HP あり 問上西（☎ 090-7552-7919）

◆コーラス隊 de 歌おう＆ベビーマッ
サ ー ジ ▷5月29日 ㈮10時40分 ～ 13
時、 長 岡 京 こ ら さ ▷0 ～ 3歳 ▷ 歌 の
レッスン、ベビーマッサージ、手作り
お菓子でお茶会▷500円 問ムジクリ
企画 小西
（☎ 080-1418-5044）

◆長岡京市「食を楽しむ会」▷毎月第
2㊌9時～正午、中央公民館▷男性の
み▷料理実習を通じて会員相互の親睦
を 図 る ▷ 月1,000円 問 岡 本
（☎ 0901243-7866）

◆愛宕山クリーンハイク▷6月7日㈰8
時50分▷清滝愛宕山表参道登り口か

正午、バンビオ▷童謡、唱歌、名曲、
愛唱歌など▷入会500円、月3,000円
問高城
（☎ 956-6103）

ら JR 保津峡駅▷ハイキング道を歩き
ながら、ごみを拾う▷要申込▷ HP あ
り 問乙訓山の会 松方
（☎ 955-1191）
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問広報発信課 広報戦略担当
☎ 955-9660 FAX955-9703

◆はなすみれ歌の会▷月2回㊌13時～
14時半、産業文化会館▷60歳以上▷
童謡、叙情歌など色々なジャンル▷年
3,000円▷楽譜が読めなくても大歓迎
問船元
（☎ 952-5590）
◆「くらしの応援隊」ボランティアの

り 問ボーイスカウト長岡第4団 納谷
（bvs.kaede.troop@gmail.com）

◆ママ演奏者による青空チャリティー
コンサート▷5月16日㈯11時、13時
（各30分）
、神足太田1-7▷屋外でピア
ノとフルートの演奏▷雨天順延▷ HP
あり 問子育て支援ぼちぼちステーショ

●主に営利活動、政治活動、宗教
活動につながるもの、またその
ような誤解が生じかねないもの、
主催者が講師となるもの、自宅
で行う催しは掲載できません。

◆長岡京市愛唱の会▷月3回㊎10時～

会▷市内の高齢者のくらしのお手伝
い、まちの美化、災害ボランティアな
ど▷年1,000円 問清原
（☎ 963-5508）
◆長岡京市マーチングバンド スポーツ
少年団▷毎週㊐9時半～正午、西山公
園体育館▷小学生▷入会1,700円、月
2,000円 ▷ 出 演 あ り 問 余 語
（☎ 953-

1161）

◆「男の居場所」の会▷毎週㊍10時
～正午、バンビオ▷3分スピーチと料
理教室、飲酒会、旅行、囲碁など▷月
これなが
（☎ 0901,000円 ▷ HP あ り 問 是 永
5097-9395）

4月29日（水・祝）～ 5月6日（水・休）のごみ収集
●燃えるごみの収集は通常どおり
ごみの量や交通事情によって、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、決めら
れたごみステーションに出してください。
●資源物
（分別収集）
水曜収集地域は、4月29日（水・祝）に特別収集を実
施します。金曜収集地域は、5月1日㈮に通常収集
を実施します。4月30日㈭、5月4日（月・祝）～ 6日（水・
休）の収集はありません。

家庭用品
活用コーナー
無料で譲ってほしいもの、
譲りたいものがあれば環境

●粗大
（有料）
ごみ、臨時
（一時大量）
ごみ
収集はありません。（4月30日㈭、5月1日㈮を除く）
●死んだ犬や猫など
夜間や閉庁日などは、市役所北棟1階の「時間外
受付窓口」に持参ください。手数料は1体につき
2,100円です。

問環境業務課 業務第２係（分庁舎１）
☎ 955-9689 FAX 955-9955

消費者トラブル Q & A

?

業務課 ( ☎955-9548) へ。

「新型コロナウイルス」に
便乗した詐欺にご注意！

市役所職員を名乗る人物から、
「新型コロナウイルス関係で
保険料の還付金がある。手続きのため、キャッシュカードと
携帯電話を持って ATM（現金自動預払機）
へ行くように」と
電話がかかってきた。途中で電話を切ったが、不審だ。

市などの公的機関が、ATM で還付金を返金することは絶対にありません。

●譲ります
学習机、ベビーゲート、座布団

そもそも、ATM の操作で還付金はもらえません。電話で「お金が返ってく

など

るので、ATM に行くように」と言われたら、
「還付金詐欺」だと思うように

●譲ってください

しましょう。

ワークデスク・チェア、テレビ台、
和装トルソー、ミシン など

市役所の連絡先を調べ、問い合わせるようにしましょう。
新型コロナウイルスに便乗した詐欺や悪質商法には、十分ご注意ください。

令和3年2月開始
「指定ごみ袋制度」

プ レ ゼ ン ト

のような電話を受けた場合は、決して個人情報は伝えず、すぐに電話を切っ
てください。相手から聞いた電話番号を鵜呑みにせず、心配な場合は自分で

＊修理不要な物に限ります。
＊市は品物を預かりません。
＊品物の詳細はホームペー
ジに掲載しています。
もえるごみ
は
市指定ごみ
袋に

知らない番号からの電話に出るときは、十分に注意しましょう。もし、こ

問長岡京市消費生活センター ☎ 955-3179
受付＝火曜日を除く平日（午前９時～正午・午後１時～４時）

ク イ ズ

■応募方法（締め切り５月15日㈮消印有効）

PRESENT QUIZ
正解者３人に、抽選で図書カード（500円分）が当たり
ます。写真やイラストなども募集中。

■クイズ

5月20日㈬午後4時、大きな音で鳴るのは

「防災用〇〇〇〇」です。

■アンケート

①クイズの答え ②住所 ③名前
（ふりがな）④年齢 ⑤電話番
号 ⑥アンケートの回答 ⑦日頃の思いや季節の話題など一
言 ⑧紙面で⑦の内容を紹介することの可否
（匿名、ペンネ
ーム希望の場合はその旨も）を書いて、はがきかファクス、
電子メール、QR コードから下記へ。応募は1人1通限り。
賞品の発送をもって、当選の発表に代えます。

（住所記載不要）
（ヒントは20ページ） 【あて先】〒617-8501

Q 今月号の感想を教えてください。

（良かった記事、分かりにくかった記事、行ってみよう・
やってみようと思ったこと、改善要望など）

長岡京市役所 広報発信課
広報５月号プレゼントクイズ係
☎ 955-9660 ＦＡＸ 955-9703
   kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

QR コード
から簡単応募

● 先月号の答え…ギリシャ

長岡京ライフ 2020.5
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子育て応援情報コーナー

乳幼児と保護者のためのイベントカレンダー
各ラインが引かれている日
が利用できる日です。

月

＊ 5 月 4 日分から。

火

水

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27 ママのためのフォト教室

中央公民館
児童室の開放
おもちゃがいっぱい！！
９:00 ～ 17:00
就学前の子と保護者
問中央公民館2階
☎ 951-1278 FAX955-4774

きりしま苑
親子遊び部屋開放
親子で遊ぼう！
９:30 ～ 16:00
３か月～３歳頃の子
問きりしま苑
☎ 956-0294 ＦＡＸ 956-0290

きりしま苑

親子遊び部屋開放

きりしま苑の
イベントは
こちらから→

北開田児童館
“キッズナ”

～スマートフォン編～ 要申込

キッズルームの開放
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 18:00
就学前の子と保護者
問北開田児童館
☎ 955-1110 FAX 955-1162
図書館の
イベントは
こちらから

今月は中止します
●子育てふれあいルーム
●キッズナで遊ぼう
●ぷちキッズナ

地域子育て支援センター
名称
エンゼル
たんぽぽ
さくらんぼ
さんさんの会
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10:00 ～ 12:00
きりしま苑
未就学児の保護者

長岡京ライフ 2020.5

実施日

●えほんのひろば
●子どもの広場
●子育て相談会

● Hello Baby 教室

集団での開催実施方法を
変更しています。詳細は
健康推進課へ

手遊びや歌を親子で楽しむイベントや、育児相談などを通して子育て
を支援しています。保育所に入所していなくても利用できますよ。
※1日㈮までは電話相談のみ

月～金曜日、午前９時～午後４時

閉園日
土・日曜日、祝・休日
6日（水・休）までの全日

月～金曜日、午前10時～午後３時
日曜日、祝・休日
土曜日、午前９時30分～午後２時30分 6日（水・休）までの全日

実施場所

何でも
相談してね

問い合わせ先

開田保育所

☎ 953-7711

保健センター

☎ 955-6262

さくらんぼ

☎ 952-6388

海印寺保育園

☎ 954-5264

5 月の健診など
健診・相談

日

BCG 予防接種

受付

注意事項

14 日㈭ 13：00 ∼ 予約制。対象者には通知します。

離乳食教室
１歳３か月歯の教室

中止

最新情報は、市ホームペー
再開が決まり次第、対象のお子
○ 場所は保健センター
ジでご確認ください。
様あてにご連絡します。ご理解・
○ 発達相談は随時受付
ご協力をお願いいたします。

３歳６か月児健診

↑予防接種
↓教室・健診

10 か月児教室
４か月児健診

妊娠・出産 ･ 子育てをサポート
する子育てコンシェルジュがい
ます。心配なことは、お気軽に
ご相談ください。

延期

１歳８か月児健診

木

金

7

9

中央公民館 児童室の開放

14

㉄健康医療推進室
☎955-9704 FAX 955-2054

土

8

要申込

日
10

落ち着かない日々が続いてい
ます。うつうつとして気持ち
が沈むことはありませんか？
育児のことやお子さんの発育
のこと、保護者の方自身の不

安な気持ちなど、お気軽に“長
16
17
岡京市子育てコンシェルジュ”
へご相談ください♪保健師や
助産婦、栄養士などの専門職
が対応します。

15

北開田児童館“キッズナ”

21

22

24

23

「ママパスポート」では、子育
て中のママを応援する活動をし

ています。詳しくはこちらをご
確認ください。

28

31

29 ママのためのフォト教室 30
～一眼レフ・ミラーレス編～
10:00 ～ 12:00 要申込
きりしま苑
未就学児の保護者

雪山
そうすけ

２

８

今里

【ママより】
生まれてきてくれて、ありがとう！
いっぱい食べて、いっぱい遊んで
元気に育ってね！

蒼介 ちゃん（ 歳 か月）
あい
藍ちゃん（ か月）

か月）

奥海印寺

【じいちゃん・ばあちゃんより】
春から、兄ちゃんは小学生＆弟は
保育所。ふたりそろってピカピカ
の一年生。ガンバ！

10

11

か月）

5

か月）

3

歳

歳

6

ゆうな

かける

結菜 ちゃん（１歳

翔生 ちゃん（
よ う
耀生 ちゃん（
1

掲載をご希望の方は、広報発信課へご連絡ください♪
kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp
☎955-9660 ＦＡＸ 955-9703

井上

山本

いたずらざかり

【両親から】
いつも笑顔にしてくれてありがと
う！これからも一緒にいっぱい歌
って踊ろう！
長岡京ライフ 2020.5

-

19

あなたの情熱がほしい。
10月1日採用職員 募集開始
試験案内は、市ホームページでダウンロードするか郵送で請求できます。
市役所での配布はありません。

採用情報
特設ページ

▶申込方法＝郵送のみ
▶申込締切＝５月 20 日㈬（消印有効）
▶第１次試験＝書類選考

市長インタビュー、
ホームページで
公開中！

▶第２次試験＝６月中旬以降予定（試験は３次まで）
＊詳細は、右記 QR コードから市ホームページをご覧ください。
募集職種

採用
予定人数

受験資格
昭和60年４月２日以降に生まれた高等学校以上を卒業した人で、社会福祉士資格を有する人

① 事務

１人

② 土木技師

１人

昭和55年４月２日以降に生まれた高等学校以上を卒業した人で、１級又は２級土木施
工管理技士資格を有し、土木施工に関する職務経験が５年以上ある人

③ 建築技師

１人

昭和60年４月２日以降に生まれた高等学校以上を卒業した人で、１級建築士免許を有
する人

④ 保健師

１人

平成２年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人

＊専門分野以外での各種行政分野の事務に従事する場合あり。

問職員課 人事・給与担当

☎ 955-9662

FAX 951-5410

自分のためにも知っておくべきね。
１分

５秒休 ×３回

これが、避難勧告などの際になるサイレンで、
５秒 ６秒休 ５秒 ６秒休 ５秒 ６秒休 ×２分
これが、消防団の招集です。

Nagaokakyo

2020.5

乙訓消防組合消防本部、市役所、奥海
印寺自治会館、久貝公民館、今里自治
会館、西山公園体育館、金ケ原自治会
館にスピーカーが設置されています。

出されました。広報紙の紙面も通常とは異なる形での編集を余儀なくされ

今回は、いざというときの準備なので、大丈夫
です。災害時は、このサイレンが聞こえたら、
避難などをしてくださいね。

【編集後記】 新型コロナウイルスの感染拡大で、全国に緊急事態宣言が発

大きな音が鳴るのね。私たちは、
何もしなくていいんでしょ？

ています。このような状況だからこそ、情報をより分かりやすく皆さまに

サイレンは避難勧告などのお知らせと、消防団を招集する際に鳴らします。今回は訓練
であり、実際のお知らせではありません。約１分間、大きな音が鳴りますが、ご理解とご
協力をお願いします。
問防災・安全推進室 ☎ 955-9661 FAX 951-5410

届けられるよう、努めていきます。早くこの事態が収束しますように。㋟

5月20日㊌午後４時
防災用サイレンが鳴ります

令和２年５月１日発行（1232号） ◇発行元 長岡京市役所 〒617-8501 京都府長岡京市開田一丁目1-1 ☎951-2121(代)
（開庁時間 平日午前８時30分～午後５時。閉庁時の緊急連絡は上記へ） ◇編集 広報発信課 ☎ 955-9660 FAX 955-9703

