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心地よさの始まりは“みどり”
から。身近なまちの、かけがえの
ない財産を守り、育む人たちが
います。さぁ、あなたもみどりの
ある暮らしを始めませんか？

長岡京
　　ライフ

Nagaokakyo
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　長岡京市を豊かにする、たくさんの“みどり”。環境の豊かさは、このまちが
愛され続けている魅力のひとつです。皆さんの心地よさをこれからも守るため
に、あなたの手で“みどり”を広げませんか。
　　　　  問（公財） 長岡京市緑の協会　 ☎  952-1900　FAX 952-1905
  公園緑地課　☎  955-9716　FAX 951-5410

　きれいに咲く花は、誰がいつお世話をしているのでしょうか。
まちのみどりを支える人たちを紹介します。

このまちのこのまちの

心地よさ
はは

“みどり”からから

西山公園体育館前の
西山公園体育館前のプランターにも
プランターにも

みどりみどりがが増加中増加中

小畑川そばの
小畑川そばの公園にも
公園にも

保育園
前の

保育園
前の

植樹帯
にも

植樹帯
にも

市内の公園や緑地などには

みどり がたくさん
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東神足１丁目公園花咲クラブ

O
オ ー ク ア ン ド ガ ー デ ン

AK&GARDEN

　活動する公園は散歩する人
が多く、園児たちが楽しそうに
通るのがうれしいです。今後の
目標は、腐葉土を作ってごみを

減量すること。あじさいをもっと植えて“西
の楊谷寺、東のここ”となるくらい咲かせたい、
と言う仲間もいます。あじさいの挿し木の成
長も楽しみです。

代表　湯川 圭造さん

愛情が込もった
手入れで成長中！

「みどりのサポーター」が
お手入れしています

実は…

　自由度が高く、用意するものが特にないの
で、かなり気楽に始められました。手入れし
ている花壇に愛着が湧き、これからも活動を
続けたいと思っています。

　10月現在、110団体1448人が登録する「みど
りのサポーター」。ボランティアとして、市の公
園や道路のみどりを増やす活動をしています。

仲間と気楽に楽しく

▲市が散水栓を設置

　以前は草が茂って見通しが悪く、
ごみも多かったんです。子どもた
ちのために、きれいで安全な場所
にしたいと思ったのが始まりです。

今は職員主導ですが、今後は園児がもっとみどり
に触れ、喜びや思いやりの心を育ててほしいと思
います。近所の方の声掛けで、地域との関わりも
深くなりました。価値のある経験になっています。

代表　大藪 由香里さん

社会福祉法人 ひまわり保育園

　春と秋に花苗を受け取れるのも、
サポーター活動の特典。園の前の
緑地帯を手入れする「ひまわり保
育園」では、今秋も園児たちが花
苗を植え、まちを彩りました。

仕事が休みの日にカップルで

園児の心を育てる 

ひまわりガーデンクラブ
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　みどりとの暮らし方は、人それぞれ。あなたもみどりを
広げる活動、始めませんか？ おすすめの方法を紹介します。

みんなが担い手　

みどりのある暮らし

　四季折々の変化は、癒しや休息をもたらすなど、
生活に彩りと心地よさを与えてくれます。また、
環境保全や防災、景観などの役割も持っており、
私たちにとって守るべき財産です。

　みどりのサポーターの合言葉です。サポー
ターさんの活動があるとないとでは、大きく
違います。身の回りの心地よさが広がれば、
まち全体の住み良さになっていくはずです。
植物やガーデニングが好きな方、一緒にまち
のみどりを増やしませんか？

（公財）長岡京市緑の協会
志水 忠弘　事務局長

みどり が もたらす安心感

「気楽にはじめて、気楽にやめられる」

「みどりの専門家」にインタビュー

みどりがあるということ
　みどりを広げ、守る、長岡京市緑の協会。市とと
もにまちの心地よさを考え、先頭に立って、みどり
に関する取り組みをしています。

サポーターになるとできること
● 花苗の受け取り（年2回）　   ● 道具のレンタル
● 講演会や交流会への参加   ● ごみの収集依頼
● 安心を守る保険加入　　　● サイン看板の設置

　2人以上のグループで、どなたでも登録できます。
企業や自治会、家族など、団体のあり方はさまざま。

　自治会の中のメンバーで登録する団体。
活動場所が整うと「充実感がある」と話し
ます。また、「仲間と会うのが楽しい！」
と活動後は、話が盛り上がります。人と顔
を合わせられるのも、活動の良いところ。

心地よさを広げるボランティア
みどりのサポーターに登録

谷田フラワーサークル

１
すべて
無償

団体名が入ります

▲活動を発信するサイン

手入れできる場所を
お探しの人は
緑の協会へ

お問い合わせください♪

すきなときに・自由に。
気負わない！

準備はゼロで
大丈夫！

2人以上で
簡単に登録

サポーター活動は
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今回のテーマ「このまちの豊かなみどりを継承するためには」

　周りにみどりを見つけたとき、きっとこの時
期にしか感じられない温かさや、大切さに気づ
くはずです。みどりにたくさん触れてください。
それが心地よい暮らしの始まりです。
みどりのサポーターの登録はいつで
も大歓迎！ 分からないことは、
気軽に緑の協会へお問い
合わせください。

心地よさの始まりがすぐそばに

市長が、皆さまからのご質問・ご意見に答えます。

▶応募方法▶応募方法＝＝ 12 月 1 日㈬～ 7 日㈫に下記へに下記へ
＊＊回答は回答は 12 月 28 日㈫からホームからホームペページに掲載ージに掲載予定です。予定です。

みどりのある公園をもっと快適に
LINE で修繕報告　

　生け垣の設置費用を
助成する制度がありま
す。工事着手の30日前
までに申請が必要です。
ご相談・お問い合わせ
はお早めに。

● 景観に溶け込む、自然な目隠し
　   高さの上限がないため、高い目隠しもできます。
● 災害時の事故防止
　   地震が起きたとき、ブロック塀に比べて人命を
　   奪うほどの事故は少ないと考えられています。

生け垣の
良いところ

　つる性植物で作る天然のカーテンは、日差し
を遮り、節電にも効果的。中でもゴーヤーは栽
培しやすく、収穫できるのもうれしい！ 毎年、
出来栄えを競うコンテストを開催しています。

グリーンカーテンを育てて
コンテストに挑戦

● 家庭部門 最優秀賞
　    片山 博己さん

● 団体部門 最優秀賞
　  長岡第四小学校

ゴーヤ
ーは５

月頃が

植え時
!

市長と語る　対話ウィーク

問問  秘書課秘書係　☎ 955-9500 秘書課秘書係　☎ 955-9500 FAXFAX 951-5410 951-5410
　　✉✉ hisyo@city.nagaokakyo.lg.jp hisyo@city.nagaokakyo.lg.jp

　公園内の不具合を見つけたら、写真を撮って
市公式 LINE から教えてください。
例えば、
● 園路の亀裂
● 照明灯の球切れ
● 遊具の損傷
● フェンスの損壊
　 など
公園緑地課が現地を
確認します。

市公式 LINEのトーク
画面で「通報」を
押してね

緑化や災害面でも役立つ
生け垣の設置２ ３

４

今年の
受賞作品



令和３年度
長岡京市
文化賞

   文化・スポーツ活動に地道に努力され、優れた業績を残された人や
団体に「長岡京市文化賞・スポーツ賞」を贈り、表彰しています。
今年はコロナ禍で活動が困難な日々が続いていますが、その中でも
ひたむきに精進され、市民に潤いと勇気を与えてくださった方々・
団体を紹介します。
問 文化・スポーツ振興課  文化振興係　☎ 955-9734　FAX 955-3150
  スポーツ振興係　☎ 955-9735　FAX 955-3150

　20歳以下で、今後の芸術・
文化の活躍が期待される人に
贈られる「文化奨励賞」。今春、
向日が丘支援学校を卒業され、
社会人となった種村さん。趣
味の絵画制作では、オリジナ
リティあふれる色使いや構図
で高い評価を得ています。

独創的な色使いで、曲線を鮮やかに描く
　文化奨励賞　種村 陸 さん （ ポスター ）

PICK UP

R2人権啓発ポスターコンクール府教育長賞受賞

文化交流賞
茶道

平野 節子 さん

文化奨励賞
ポスター 種村 陸 さん　川人 梨乃 さん

放送 矢崎 双葉 さん

楽器演奏 森下 真眸 さん

将棋 三村 陽菜 さん

絵画 南出 晋作 さん

珠算 久野 凌佑 さん

ロボット制作 RITS-BOT

吹奏楽
長二中 吹奏楽部
長二中 吹奏楽部 木管８重奏
長四中 吹奏楽部

瑞宝中綬章
　京都大学名誉教授
　飯田 恭敬 さん

瑞宝双光章　
　元公立中学校長
　長谷川 力 さん

▣ 瑞
ずいほうしょう

宝章 ▣
公務などに長年にわたり

従事し、成績を挙げた方に
授与される勲章です。

　社会や多くの人のために重要な仕事をした人、目立たなくても大切
な仕事をこつこつと続けた人、誰かを救うために力を尽くした人など、
国や公共のために功労のあった人に対し、国が功績や業績を表彰する
栄典制度。今秋、勲章を授与された市民の皆さんを紹介します。
問 秘書課 秘書係　☎ 955-9500　FAX 951-5410

瑞宝中綬章
　関西大学名誉教授
　井上 昭一 さん

瑞宝中綬章
　元陸上自衛隊北部方面総監
　酒井 健 さん

瑞宝単光章　
　染色品（京小紋）製造業従事者
　河辺 明光 さん

瑞宝双光章　
　元警視正
　田中 啓司 さん

瑞宝双光章　
　元京都市消防司令長
　南部 雄二 さん

危険業務
従事者叙勲

秋のの叙勲
おめでとうございます

▣ 危険業務従事者叙勲 ▣
警察官､自衛官、消防吏員など
著しく危険性の高い仕事に
従事された方が対象です。
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　地域スポーツ普及のために精力的に活動した人を称える「草の根スポ
ーツ賞」。平成28年の賞創設以来、初めての受賞者となった小西さんは、
小学生から高段者まで、年齢や段位、男女を問わず幅広く熱心に指導を
続けてこられました。10年間で、延べ10人を剣道六段・七段への昇段
に導くなど、剣道の普及発展に取り組まれています。

胴の打ち方を指導する小西さん

■ 市民栄誉賞 ■
　吉岡 大 さん（ 射撃 ）

■ スポーツ特別顕
け ん し ょ う

彰 ■
　山西 利和 さん（ 競歩 ）

賞創設以来、初めての受賞者に
草の根スポーツ賞　小西 信清 さん （ 剣道 ）初

PICK UP

Topics

東京2020オリンピック
出場の2選手に、
スポーツ部門最高賞

わかたけ賞

野球 西谷 知徳 さん　　曽我 太佑 さん　　濱田 八流斗 さん　　木村 守那 さん
前田 孝多 さん　　長二中野球部　  　長岡京ＢＢ野球スポーツ少年団

陸上競技 阿形 悠真 さん　　小牧 凱羽 さん　　西宮 大貴 さん　　　山本 隼 さん　
辻村 昊大 さん　　目串 蒼次郎 さん　浅田 万優子 さん　　永井 優月 さん

バドミントン 長三中バドミントン部（男子・女子） 　村上 はな さん　　　大西 香純 さん
三吉 日和 さん　　辻 和華  さん　　  野村 歌 さん　　　　伊田 天音 さん

バスケットボール 長岡中男子バスケットボール部　長岡京ミニバスケットボールスポーツ少年団（女子）

テニス 藤野 裕太 さん　　家城 敬 さん　　中村 怜央 さん 剣道 東海 穂香 さん

サッカー 長岡中サッカー部 体操 大筆 光莉 さん 水泳 小山 明咲 さん

優秀選手賞
フェンシング 乙訓高校 フェンシング部（女子）　立命館高校 フェンシング部（男子）　川西 純功 さん　竹山 柚葉 さん

陸上競技 中地 こころ さん　山口 貴也 さん　青野 勇護 さん　上田 知佳 さん　楠林 まり さん　村井 美友 さん
大川内 遥翔 さん　飯本 航太 さん　桝井 御空 さん　村田 麻弦 さん　東村 航明 さん

バドミントン 乙訓高校 バドミントン部（男子・女子）　　笹井 力斗 さん　  喜多 亮 さん　 　 永野 由莉菜 さん
西井 翔奈 さん　　 内海 明莉 さん　 　　 細見 一平 さん　  湯浅 敦貴 さん

水球 林 華子 さん　　 　二宮 みのり さん　　  井上 沙耶 さん　  水谷 小雪 さん

空手 勝嶋 亮太 さん　　 奥村 和叶 さん 水泳   森谷 郁海 さん

新体操 干場 知優里 さん　 川﨑 早菜 さん ライフル射撃   入江 紗希 さん

自転車競技 川村 峻輝 さん　　 天野 勇輝 さん ウエイトリフティング   今井 悠介 さん

柔道 茶木 ひなた さん　 芝田 鈴菜 さん ヨット   藤原 沙耶 さん

ホッケー 立命館高校 陸上ホッケー部（男子・女子） ボウリング   松本 春樹 さん

マスターズ賞
ソフトボール

ダイヤモンド
スター

令和３年度長岡京市

 スポーツ賞
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お店応援券
　　

アフターファイブアフターファイブ
 お店応援券 販売決定！

　コロナの影響で休業や時短を余儀なくされていた居
酒屋やスナックなど、夜間に営業するお店を応援する

「プレミアム付き食事券」を販売します。参加店舗が
発行する食事券5,000円に、1,500円を市と商工会が
上乗せで補助します。
問 長岡京市商工会　☎ 951-8029　FAX 958-2473

▶購入は参加店舗で
　夜９時以降もアルコールを提供するお店で販売
します。（売り切れ次第終了）　

▶1,500円分お得に
　販売価格5,000円で6,500円分
　（1,300円券×５枚　プレミアム率30％）

購入・使えるお店など
詳しくは商工会HPへ ▷▷

▶購入店舗でのみ使えます
　応援券は、購入店舗で午後５時から利用できます。
使用期限は来年３月10日までです。

　国は、「新型コロナワクチンの感染予防効果や高
齢者の重症化予防効果が、ワクチン接種後、時間と
ともに低下する可能性がある」という報告を踏まえ、
2回目接種を完了した18歳以上の希望者への、3回
目接種を決定しました。それを受け、本市でも今後、
3回目のワクチン接種を実施します。

３回目接種 が はじまります
接種を希望する人への

　３回目のワクチン接種は、2回目接種から8か月以上間隔
を空けることを原則とし、順次行います。現在、予約方法
や日程について、準備を進めています。内容が決まり次第、
ホームページや市の LINEなどでお知らせします。

 2021年  2022年
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

３回目接種開始時期の目安
( ２回目接種から８か月後 )

３回目接種は
来年2月頃から

65歳以上の人など
６月頃に2回目接種を終えた人

３回目接種は
来年7月頃から

11月頃に
2回目接種を終えた人

３回目接種は
12月から開始

医療従事者など
4月末までに２回目接種を終えた人

対象は、２回目接種から８か月経過した人（18歳以上）で、
接種を希望する人。接種券は順次お送りします

接種券は
順次お送りします

新型コロナ
 ワクチン
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コロナ対策への

ご支援ありがとうございます

  また、サンキョウプラテック株式会社様から プラスチックガウン
200ケース（４万枚）、三菱製紙株式会社京都工場様から 除菌液
ピュアリーフ（1,000 ㎖）12本入×14箱、株式会社永

えいゆう

雄工業様から
ハンドジェルボトル · 詰め替え用 計６本を寄贈いただきました。
コロナ対策のため有効に活用してまいります。
問 防災・安全推進室 ☎ 955-9661　FAX 951-5410

株式会社 村田製作所 様より
　サーモグラフィー検温器 14台 / マスク 10万枚
　大型モニター 14台 / 不織布ガウン １万枚　
      を寄贈いただきました。

 1· 2回目の接種は一定終了

問〒617-8501(住所記載不要)新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　☎ 955-9732　FAX 955-2054　　vaccine@city.nagaokakyo.lg.jp

1・2回目のワクチン接種も、引き続き行う予定です。
➡ 今後新たに12歳になる人
予約の方法など詳しくは、誕生日以降に郵送で届く
「ワクチン接種券・案内チラシ」をご確認ください。

➡ 体調不良や仕事で打ちそびれてしまっている人 など
接種を希望する人は、下記のコールセンターへご相
談ください。

引き続き1・2回目の接種を希望
する人は 下記へお電話ください

　今年の春ごろから進めてきた、接種を希望する人
全員への新型コロナワクチン１・２回目接種は、11
月上旬までで、一定終えられました。

市民の約78%が 
ワクチン接種を完了しました

　他の市町村で２回の接種を済ませた後に、長岡京
市に引っ越してきた人は、３回目ワクチン接種券を
受け取るための申請が必要です。
　下記の窓口で申請するか、市ホーム
ページから申請書をダウンロードして、
郵送してください。

他市町村で２回の接種を終えて
転入してきた人は、申請が必要です　

詳しくはこちら→

全年齢での接種率 うち、６５歳以上の接種率
区域 長岡京市 国 長岡京市 国

１回目 77.65% 72.89% 94.00% 91.79%

２回目 76.81% 70.97% 93.66% 91.21%

　全市民の約78％の人が２回の接種を完了しており、
接種率は全国平均を上回っています。

（令和３年11月19日時点）

新型コロナ
 ワクチン

未接種の人はコールセンターへ ご相談ください
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　約20年長岡京市に住んでいますが、知
らないことがたくさんありました。普通
に生活していても“見落としている”情
報が多々あると気付きました。まちを良
くしていくために、人とつながりを持ち、
協力することの大切さを再認識しました。
　　　　　　　（会社員　池永 稔良さん）

　“自治会”と聞いても最初はよく分かり
ませんでしたが、小学生の頃楽しんだ地
域のイベントや、家で見かける回覧板が
自治会によるものだと知りました。さま
ざまな人の手で地域が成り立っているこ
とを知り、関心を持つようになりました。
　　　　　（大学１年生　福田 寿々さん）

　まちのことを「自分ごと」として話し合う「自分ご
と化会議」に、無作為抽出で選ばれた市民などが参加し、
さまざまな立場から見た課題や疑問、地域の実情など
を話しました。「環境保全」、「防災・防犯」、「高齢者」、「子
ども・子育て」のテーマ別に５回開催された会議の内
容から提案書が完成しました。提案書は条例検討委員
会へ提出され、（仮称）自治振興条例の基になります。

“地域のこと”をする人や
人と人のつながり不足により
共に助け合う機能が弱まる

□   仕事や家事が忙しくて地域の活動
には参加できていない。

□   近所に誰が住んでいるか知らない。

□   自治会加入のメリットを感じない。

□   市や地域に関する情報を得るには
どうしたらいいか分からない。

自分ごと化会議 参加者の声

・まちづくりの担い手（市民・
地域・民間・行政）ごとに
“できること”
・自治会など地域の団体が
　抱える課題
・市民等と行政の連携を
　より進めるためには

　個人が感じていたこと    見えてきた大きな課題 提案書が完成

このままだと…

・災害時の連携、高齢者や子どもの
見守り、環境保全など、地域の力
が必要な課題に対処できなくなる

・まちの魅力を知り、未来へ受け継
ぐ人が減ってしまう　など

提案書が完成

条例策定に向けて一歩

「誰かがやってくれる」と思ってない？

地域 （自治会・地域コミュニティ協議会など）

民間 （企業・NPO など）

市民

行政 （長岡京市）

連携が大切！連携が大切！

問自治振興室 市民参画協働担当
　☎ 955-3164　FAX 951-5410 関連ページ

みみんんななでで考えよう 地域のこと　～（仮称）自治振興条例～

　あなたの近所で、災害時に高齢者の手助けをする
人は誰でしょうか。ごみステーションの管理、道端
の落ち葉掃除は…？　これまで「地域の人」で助け
合ってきたことが、担い手不足により、このままで
は維持できなくなります。“私にできることは？”
市民が集まって話し合いました。

自治会長や高校生など参加者の年齢・立場はさまざま。

まちづくりの担い手ごとの課題や連携の課題について議論しました。

傍聴しませんか？

専門家らが条例の内容を考えます。
　12月～３月に開催　
詳細が決まり次第
ホームページでお知らせします。

（仮称）自治振興条例検討委員会

[ 主な内容 ]

＊上記ホームページに掲載しています
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　職員の任免や給与などの状況をお知らせ
します。詳しい情報は、市ホームページ（右
記QRコード）や市役所南棟１階の「市民
情報コーナー」で公開します。
＊市民情報コーナーでは12月下旬公開予定。
問職員課 人事給与・人材育成担当
　☎ 955-9662　FAX 951-5410

分限処分者数　▷休職…延べ49人（全て心身の故障による）
懲戒処分者数　▷該当者なし

　職員数は、第４次定員管理計画により、前計画の目標
値556人を満たす565人の目標値を上限として弾力的に
運用し、行財政改革の取り組みも進めながら、今後も定
員の適正化に努めます。

　分限・懲戒処分者数

　定員適正化

採用状況（令和３年４月１日採用）

経験年数別・学歴別平均給料月額

初任給

＊一般行政職には、上下水道事業関係職員、税務事務従事職員、保
健師、看護師などは含みません。給料の額は、税金や社会保険料
を引く前のものです。

＊平均給与月額は、給料月額と扶養手当など全ての諸手当を合計
したもので、地方公務員給与実態調査で明らかにされています。

　職員の給与の状況

期末・勤勉手当（民間のボーナスに相当するもの）
■ 給料 （令和３年４月１日現在）

平均年齢・給料月額・給与月額

■ 手当 （主なもの／令和３年４月１日現在）

退職手当

＊職制上の段階や職務の級などによる加算措置あり。

地域手当

　職員の任免・職員数

長岡京市職員の人事・給与のあらまし

職　種 募集人数 受験者数 採用者数
事務 9 149 17

事務（手話通訳） 1 2 1
事務（身体障がい者） 1 1 1

土木技師 4 6 2
建築技師 １ 0 0
保健師 １ 5 1
保育士 １ 2 0

10代 20代 30代 40代 50代 合計
5人 130人 204人 129人 96人 564人0.9％ 23.0％ 36.2％ 22.9％ 17.0％

事由 人数
定年退職 11
勧奨退職 -
普通退職 9
分限免職 -
懲戒免職 -
死亡退職 -

合計 20

区　分 自己都合 勧奨・定年
勤続20年
勤続25年
勤続35年

最高限度額

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２〜20％加算）

平均支給額  455万8,000円 2,100万4,000円

区　分 ６月期 12月期 合計
期末  1.275月分 1.275月分 2.55月分
勤勉 0.95月分 0.95月分 1.9月分

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 38.2歳 30万1,300円 41万3,004円

区　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

一般行政職 大学卒 28万6,195円 37万4,575円 -
高校卒 22万3,200円 32万7,500円 33万9,100円

区　分 長岡京市 京都府（参考） 国（参考）

一般行政職 大学卒 18万8,700円 19万1,000円 18万2,200円
高校卒 15万4,900円 15万6,700円 15万600円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
全域 12％ 499人

支給対象職員１人当たりの平均支給年額44万3,359円
＊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。
＊支給対象職員数は普通会計の職員数。平均支給年額は昨年

度の決算額。

年齢別職員数（令和３年４月１日現在）

退職者（令和 2 年度）

（令和２年度）

給料と報酬 期末手当
■ 特別職の報酬など （令和３年４月１日現在）

退職手当

＊特別職の報酬などは、長岡京市議員報酬等審議会の
審議を踏まえ決定されています。

区　分 期末手当の支給率
市　長
副市長
教育長

 ６月期  1.675月分
12月期  1.675月分

　　    計  3.35月分
議　長
副議長
議　員

区　分 給料（報酬）月額
市　長
副市長
教育長

　90万1,600円
　74万6,400円
　66万5,000円

議　長
副議長
議　員

　　　　52万円
　　　　49万円
　　　　45万円

区　分 退職手当額
市　長 給料月額×100分の600×在籍年数
副市長 給料月額×100分の350×在籍年数
教育長 給料月額×100分の300×在籍年数

長岡京市の
人事給与状況

＊退職者１人当たりの平均支給額は、昨年度に退職した全職
種の職員に支給された平均額です。

関連ページ

みみんんななでで考えよう 地域のこと　～（仮称）自治振興条例～
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●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）

情報 I
イ ン デ ッ ク ス

NDEX
▶ 費用 の記載がないものは 無料
▶ 申込 の記載がないものは 申込不要
▶ 抽選 の記載がないものは 先着順で受付
▶ 詳しい内容は各問い合わせ先へご確認ください
▶ ✉のマークがついたメールアドレスは、
　 後ろに「@city.nagaokakyo.lg.jp」が付きます

市ホームページ

＊11 月 22 日時点の情報を掲載しています。新型コロナウイルスの影響で内容が変更される場合がありますので、詳しくは各問
い合わせ先へご確認ください。催しなどへの参加時は、検温・手指消毒・マスクの着用などの感染防止対策の徹底をお願いします。

あなたの
「知りたい !」が
  　きっと見つかる

広
告

障がい者ネットワーク
連絡調整チーム会議の傍聴

▶日時・場所＝来年1月6日㈭午後1
時30分から、産業文化会館　▶定
員＝5人　▶申込＝1月4日㈫午後5
時まで　▶手話通訳・要約筆記＝
12月20日㈪までに要申込
問障がい福祉課障がい支援係
　☎ 955-9710　FAX 952-0001
　✉ syougaifukushi

参加しよう

Zoomで開催
京都府耳のことフェスタ

▶日時＝来年1月15日㈯午後1時30
分～ 4時　▶定員＝90人　▶内容＝
中途失聴者・難聴者のコミュニケー
ション、社会参加、支援のあり方につ
いて、パネルディスカッションと機器
紹介　▶申込＝1月7日㈮まで
＊インターネット環境のない人は、京

都アスニーで視聴可（定員20人）
問（福）京都聴覚言語障害者福祉協会
　☎ 0774-30-9000 FAX 0774-55-7708

集まれ‼ こどもリーダー！
どんぐり会　冬研修

▶日時・場所＝①12月18日㈯ ②12
月19日㈰午前9時30分～午後1時30
分、産業文化会館集合　▶対象＝小
学4年生～中学2年生（抽選で各日20
人）　▶申込＝12月10日㈮までに下
記 QR コードから　▶中学3年生～
高校3年生の引率ボラン
ティアも募集中
問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　FAX 955-9526

クリスマスにぴったり！
アイシングクッキー作り

　チマカフェオーナーの稲本さん
と、クリスマ
スデザインで
クッキーを彩
りましょう。
▶日時・場所
＝12月11日㈯ 午 後3時 ～ 4時30分、
ホテルディスカバー長岡京　▶定員＝
10人（小学生は保護者同伴）　▶費用
＝3,000円（ワンドリンク、お土産付き）
▶申込＝12月1日㈬から
右記ＱＲコードで
問らしく長岡京事務局
　☎ 090-7356-2855

認知症を知ろう！
映画上映会

▶日時・場所＝12月21日㈫ ①午後
1時30分から ②午後6時30分から、
中央公民館　▶上映内容＝「ぼけま
すから、よろしくおねがいします。」　
▶対象＝市内在住・在勤の人（各回
100人）　▶要申込
問（一財）長岡記念財団オレンジルーム
　☎ 952-3794　FAX 951-9250

神足ふれあい町家
バザー、落語、マッサージ体験会
●ふれあい町家バザー
　売上金は、必要経費を除き「赤い
羽根共同募金会」へ寄付します。
▶日時＝12月4日㈯午前10時～午
後3時　▶入場制限あり
●第30回花丸ふれあい落語会
▶日時＝12月12日㈰午後2時30分
～ 4時　▶定員＝20人　▶費用＝
1,500円　▶出演＝林家花丸 ほか　
▶要申込
●笑福亭鶴笑一門「女組」
　～ぱふく亭の会～
▶日時＝12月26日㈰午後2時から　
▶ 定 員 ＝20人　 ▶ 費 用 ＝500円　
▶出演＝鶴笑、笑香、笑音　▶要申込
●プロの施術で癒しのマッサージ体験
　あんま・マッサージ・鍼

はり

・灸
きゅう

など
の国家資格を持つ市内の視覚障がい
者の施術を受けてみ
ませんか。
▶日時＝12月19日㈰
午前10時～午後3時　▶定員＝市内
在住・在勤の人（36人）　▶申込＝
12月1日㈬から事前予約を受付。当
日は開始15分前から整理券を配布。
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　FAX 202-9239
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広
告

近頃のトイレは、温熱便座の省エネ性能だけでなく、節水性能も抜群。リフォームすれば
光熱水費のお悩みも水に流してスッキリしますよ。　　  　　問環境政策室 ☎ 955-9542

今月の今月の
  いちエコ  いちエコ

「漢字力」をステップアップ
漢字検定 10 ～２級

▶日時・場所＝来年1月29日㈯ ①【10
～ 8級】午前10時から ②【7 ～ 2級】
午後1時から、バンビオ　▶定員＝各
28人　▶検定料＝1,500円～ 3,500
円（級による）　▶申込＝12月1日㈬
午前10時～ 15日㈬午後5時までに検
定料を持って下記へ
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　FAX 963-5519

きりしま苑　Fab Music
親子で英語ミュージック

▶日時＝来年1月11日㈫午前10時
30分～ 11時　▶対象＝おおむね生
後3か月～ 3歳の子と保護者（10組）　
▶申込＝12月21日㈫午後2時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　FAX 956-0290

自分サポーター養成講座
～おいしいコーヒーの淹れ方～
　どこでも簡
単に実践でき
る淹れ方を学
びます。
▶日時・場所＝12月20日㈪午前10
時～正午、バンビオ　▶対象＝市内
在 住 の お お む ね65歳 以 上（10人 ）　
▶申込＝12月2日㈭から
問総合生活支援センター
　☎ 963-5137　FAX 963-5509
　kizuna@nagaokakyo-shakyo.jp

子どもから大人まで
みんなのスポーツデー

▶日時・場所＝12月5日㈰午前10時
～午後5時、スポーツセンター　▶内
容＝①バドミントン、ショートテニス、
卓球 ②トランポリン ③テニス ④小学
生テニススクール など　▶費用＝①
40分1コート（台）400円 ②20分1台
300円 ③60分1面1,000円 ④1人
300円 ▶申込＝①～③前日午後4時
～ 8時30分 ④随時（人数制限あり）
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　FAX 951-3666
　spokyo@sports-nagaokakyo.or.jp

わくわくオンライン講座 
～飾れる！ 季節の折り紙～

　サンタクロースや獅子舞など、こ
れからの季節にぴったりの作品の折
り方を動画で解説します。
▶動画公開期間＝12月
1日㈬～ 31日㈮
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　FAX 963-5519

60歳以上対象
きりしま苑で健康づくり

●いきいき健康体操
▶日時＝12月6日㈪午後2時30分～ 
3時
●耳のストレッチ
▶日時＝12月8日㈬午後1時30分～
2時30分　▶定員＝5人　▶要申込
●チェアヨガ
▶日時＝12月16日㈭午後1時30分
～ 2時15分　▶定員＝15人　▶申
込＝12月1日㈬午後2時から
●リズム体操
▶日時＝12月21日㈫午後1時15分
～ 1時45分
●モフトレ
　計測バンドを手首や足首に着け、
数値測定しながら体操します。
▶日時＝12月24日㈮午前11時～ 11
時30分　▶定員＝5人　▶申込＝12
月1日㈬午後2時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　FAX 956-0290

長岡京室内アンサンブル長岡京室内アンサンブル
「Qui joue avec nous ?」「Qui joue avec nous ?」

来年２月11日（金・祝） 午後３時開演 長岡京記念文化会館

【演目】　シューベルト　弦楽四重奏曲 第13番
　　　　　イ短調「ロザムンデ」　Op.29-1,D.804
　　　　メンデルスゾーン　ヴァイオリン協奏曲
　　　　　ニ短調　MWV.O3　など

【費用】　S 席4,000円、A 席3,000円、B 席2,000円
　　　　（いずれも当日はプラス500円。全席指定）

問長岡京記念文化会館　☎ 955-5711　FAX 955-4774
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告

市民献血デー
ご協力をお願いします

▶日時・場所＝12月5日㈰午前10時～ 11時45分・午後1時～ 4時、西友長岡店
問健康づくり推進課　☎ 955-9705

子どもから大人まで楽しめる
中央公民館の市民企画講座

　いずれも申込は中央公民館へ。
12月1日㈬午前11時受け付け開始。
対象は市内在住・在勤・在学の人。
問中央公民館
　☎ 951-1278　FAX 955-4774

●足裏ほぐしと整体で健康を！
　《企画：千葉善清》
▶日時＝①12月9日㈭ ②来年1月6
日㈭午前10時～正午　▶対象＝20
～ 75歳（各20人）

●初級レザークラフト《企画：石神誠》
▶日時・内容＝①12月14日㈫午後6
時30分～ 8時30分、ショルダーバッ
グ作りなど ②19日㈰午前9時30分～
11時30分、トートバッグ作りなど　▶
定員＝各5人　▶費用＝2,000円

●庭師と取り組む SDGs 勉強会
　市内産の竹から作る門松作り
　《企画：梅野星歩》
▶日時＝12月15日㈬午後6時～ 7時
30分　▶定員＝20人　▶費用＝500円

●アロマ・ハーブ・お花に触れて
　楽しく美しく健康に！
　《企画：山田正子》
▶日時＝12月16日㈭午後2時～ 3時
30分　▶定員＝20人　▶内容＝アロ
マクラフト作り　▶費用＝1,000円　
▶託児＝6か月以上の乳幼児（2人）

●乙訓の歴史や文化 連続講座⑤ 
　空から見る淀川と竹《企画：乙訓

地名詩編纂「チーム乙訓」》
▶日時＝12月19日㈰午後1時30分
～ 3時30分　▶定員＝20人

●ちょっと気になる我が子の育ちを
支えるために《企画：山木弥生》

▶日時＝来年1月16日㈰午後2時～
4時　▶対象＝子育て中の保護者や
支援者（20人）　▶内容＝コミュニ
ケーションスキルの重要性

　社会福祉事業への寄付をいただき
ました。ありがとうございました。

◇川端玉美 様 ＝ 5,000円

◇Daigas グループ小さな灯運動 様 
＝スピーカーフォン・プロジェクター

問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎３）
☎ 955-9516　FAX 951-7739

善意のともしび
（４月～ 10月受付分）

図書館のイベント
●めっちゃ図書館
　読み聞かせと工作を楽しもう！
▶日時＝12月18日㈯午前10時30
分～ 11時　▶対象＝3歳～小学校

おめでとうございますおめでとうございます
◆京都府警察本部長・
　京都府少年補導連絡協議会長連名表彰
　少年補導功労者表彰

長岡京市少年補導委員会
髙橋　實さん

◆人権擁護委員　法務大臣表彰
人権擁護委員

深澤　利男さん

◆第13回長岡京市“環境の都”賞
片山　洋子さん

◆第41回「緑の都市賞」
　都市緑化機構会長賞

NPO法人 京おとくに・
街おこしネットワーク

応募しよう
乙訓の公立小・中学校

来年度の常勤・非常勤講師募集
▶対象＝教員免許状を持つ人　▶賃
金＝勤務形態、経歴により異なる。
諸手当あり　▶選考＝各校で必要な
専門性、面接などで決定
▶申込＝登録票をダウン
ロードし、下記へ
問京都府乙訓教育局学務課
　☎ 933-5130　FAX 933-5229
　otu-kousi@pref.kyoto.lg.jp

教育局HP

低学年（7組）　▶申込＝12月2日㈭
午前10時から電話か2階窓口で
●よもう！ たのしもう！ かがくの

本！「白と黒の世界～鉛筆デッ
サンしてみよう～」

　デッサンやモノクロ絵本の紹介を
通じて、「表現力」を育みます。
▶日時＝来年1月16日㈰午後1時～ 3
時　▶対象＝小学生以上（10組25人。
親子・きょうだいでの参加可）　▶申
込＝12月14日㈫午前10時
から電話か2階窓口で
問図書館
　☎ 951-4646　FAX 957-0732
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告 昭和57年～昭和59年製の

対象機種

ご連絡先

LCR-3・LCR-3-1・LS-3・LS-3-1・LS-6
LCR-3タイプ LS系タイプ

〒467-0855 
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
フリーコール

0120-104-154型番表示部

トヨトミ石油ファンヒーターを探しています

※現在の石油ファンヒーターはPSCで定められた安全装置が全機種についております。

お客様よりお知らせ頂きました個人情報は、商品の交換目的以外には使用いたしません

京都府長岡京市 _50*55

上記期間に製造された製品には、現在、取り付けが義務化されて
いる安全装置が装着されておりません。誤った使用方法により、
事故が起こる可能性があるため、1986年（昭和61年）より
自主交換を行っております。

フードバンク長岡京が、賞味期限まで1か月以上あり、未開封で常温保存可能な食品を受け付けます。
▶日時・場所＝12月1日㈬午前9時～午後5時、市役所玄関ロビー 問環境業務課　☎ 955-9548

食品のご寄付を
お願いします

確認してください

自衛隊HP

自衛官募集
●陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）
▶受験資格＝中学校を卒業（見込含）
した16歳以下の男子
●貸費学生（技術）
▶受験資格＝大学の理学
部・工学部の３・４年次か
大学院修士課程在学の人

【共通事項】
▶受付期間＝来年1月14日㈮まで　
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
　☎FAX 0774-44-7139

お聞かせください
計画などへの意見（パブコメ）

　案は、市役所やホームページなど
で公開しています。寄せられた意見
は、個人情報を除いて公開します。
意見への直接回答はしません。
●公共施設等総合管理計画及び
　公共施設等再編整備構想の改定
問公共資産活用推進室公共資産活用担当
　☎ 955-3161　FAX 951-5410
　 ✉ koukyoushisan
●第三期環境基本計画
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　FAX 951-5410
　 ✉ kankyouseisaku
●農業振興プラン
問農林振興課農業振興係
　☎ 955-9514　FAX 951-5410
　 ✉ nourinshinkou

【共通事項】
▶対象＝次のいずれかに該当する人
①市内在住・在勤・在学の人 ②市
内に事務所か事業所を持つ人 ③市
税の納税義務者 ④各案に利害関係
のある人　▶募集期間＝12月8日㈬
～来年1月7日㈮

フ

ード
ドライブ

フ

ード
ドライブ

検診や予防接種 受けましたか
対象者は確認を

●子宮頸がん検診
　今年度の子宮頸がん検診は12月
末までです。最終日は医療機関によ
り異なりますのでご注意ください。
▶対象＝受診日に満20歳以上で、
西暦偶数年生まれの人（初めて受診
する人と、無料クーポン
券対象者は、奇数年生ま
れでも受診可）　▶自己
負 担 金 ＝800円（免 除 制
度あり）
●子どものはしか・風しん予防接種
　はしかや風しんは感染力が非常に
強く、重症化しやすい感染症です。
接種は、郵便で届いた予診票と母子
健康手帳を持って、実施医療機関へ。
▶対象＝①1歳の子 ②来年小学校入
学の子（平成27年4月2日～平成28年
4月1日生まれ）　▶接種期間＝①2歳
の誕生日前日まで ②来年3月末まで
●男性の風しん抗体検査・予防接種
　検査は郵便で届いたクーポン券を
持って、実施医療機関へ。検査の結
果、基準に該当する人は予防接種を
受けることができます。
▶対象＝昭和37年4月2日
～昭和54年4月1日生まれ
の男性　▶期間＝来年3
月末まで
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　FAX 955-2054

詳細は
こちら

詳細は
こちら

公民館前ひろばでライブ！
出演者大募集！

　大道芸・音楽・ダンスなど、日頃
の活動の成果を披露しませんか？ 
▶対象＝市内在住・在勤・
在学、もしくは市内を拠点
に活動している人
＊交通費などの経費は自己負担。物

品販売は不可。楽器類の音量は
80㏈（アコースティックギター
相当）まで。その他詳細は下記へ

問中央公民館
☎ 951-1278　FAX 955-4774

あなたの力を「子育て」に
会計年度任用職員募集

①保育士
▶資格＝保育士資格を持つ人　▶勤
務時間＝㊊～㊏午後 1 時～ 6 時 30
分 の う ち 週 3 日（ 週 16.5 時 間 ）　
▶賃金＝月額 109,176 円
②看護師
▶勤務時間＝平日午前 8 時 30 分～
午後 5 時　▶賃金＝日額 9,981 円

（条件により期末手当等有）
③保育従事職員
▶勤務時間＝午前 7 時 30 分～ 9 時
か午後 4 時～ 6 時 30 分 ( 時間応相
談 )　▶賃金＝時給 1,054 円

【共通事項】
▶採用期間＝① 4 月 1 日から 1 年
間（更新あり） ②③は随時　▶勤務地
＝公立保育所　▶申込＝事前に申込
書を入手し、下記へ提出。①は来年 1
月 11 日㈫午後 5 時まで ②③は随時　
▶選考＝①1月20日㈭午前9時から、
作文と面接　②③は面接のみ（随時）
問子育て支援課保育係
　☎ 955-9518　FAX 952-0001

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
　寄贈いただいた物は売却し、支援
活動に寄附します。
▶日時・場所＝12月1日㈬～来年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

ISBNコードの見本
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税のお支払い
は確実に♪ 固定資産税・都市計画税の第3期納期限（口座振替日）は12月28日㈫です。納税には、便利で確実な口座

振替をご利用ください。すでにご利用の場合は、残高の確認をお願いします。 問税務課　☎ 955-9509

国民年金保険料
将来の受け取りのために

●納め忘れはありませんか
　毎月の保険料の納期限は、翌月末
です。納め忘れてから2年間経つと、
その月の保険料を納めることができ
なくなります。納めていない月があ
ると､ 老後の保障となる ｢老齢基礎
年金｣ だけでなく、「障害基礎年金」
や「遺族基礎年金」を受けられない
ことがあります。
●受給額を増やすことができる
　「付加保険料制度」
　毎月の保険料に400円を上乗せ
して納めることで、「200円×納付
月数」の分だけ老齢基礎年金の年
間受給額が増加します。

令和４年度から適用
所得税・住民税の主な税制改正
●住宅ローン控除の拡充
①面積要件が緩和され、床面積が

40 ～ 50㎡未満の住宅も適用可
能になりました。

＊合計所得金額に条件あり。
②控除期間を13年とする特例につ

いて、今年1月1日～来年12月31
日に新たに入居した人も対象と
なりました。

＊契約時期に条件あり。

乙訓の 街に聞こえる 火の用心
放火されない環境づくりを

●12月20日㈪～31日㈮は
年末防火運動

　年末の慌ただしさの中で、
火の元の管理がおろそかに
なりがちな時期です。防火
意識を高め、火災を無くしましょう。
全国的に放火火災が多くなる時期で
もあります。家の周りに燃えやすい
ものを置かない、戸締りをしっかり
するなど、放火されない環境づくり
に努めましょう。
問長岡京消防署
　☎ 957-0119　FAX 957-4357

Gold Waves ～光と竹のイルミネーション～

バンビオイルミネーション 2021

　市内産の竹を使ったオブジェ
とイルミネーションが融合し、
幻想的な明かりが辺り一面を包
みます。

▶期間＝12月10日㈮～来年1月
10日（月・祝）
▶点灯時間＝午後5時～ 11時
（一部10時消灯）

問長岡京市バンビオ広場公園等にぎわい創出事業実行委員会
　☎ 951-4300　FAX 951-4305

昨年の様子

償却資産を所有している人は
1月末までに申告が必要です

　償却資産とは、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・
備品などです。
▶申告先＝京都地方税機構
▶申告用紙＝前年度に申告した会社
などには、12月中旬頃に税機構か
ら郵送されます。税機構や、市ホー
ムページでもダウンロードできます
＊期限間近は混雑しますので、来年

１月12日㈬までの提出にご協力
をお願いします。

問京都地方税機構
　☎ 414-4503
　税務課資産税係
　☎ 955-9508　FAX 951-5410

税機構HP

経営者の退職金制度
「小規模企業共済」

　個人事業主や小規模企業の会社役
員の人が加入できる制度です。掛け
金全額が所得控除され
るなどのメリットがあ
ります。詳細は右記 QR
コードから。
問（独）中小企業基盤整備機構
　☎ 050-5541-7171

●セルフメディケーション税制の
見直し

　特定の医薬品の購入費が一定額
を超えたとき、所得控除を受けられ
る制度です。
①対象となる医薬品の種類が変更さ
　れました。
②税制の適用期間が5年間延長され

ました。来年1月1日～令和8年
12月31日に購入した分が対象

（令和5 ～ 9年度住民税に控除適
用）となります。
問税務課市民税係
　☎ 955-9507　FAX 951-5410

▶対象＝国民年金第１号被保険者
か、64 歳以下の任意加入保険者
▶申込＝年金手帳、本人確認書類を
持って下記窓口へ
＊加入は申込月から。国民年金基金

加入中の人や、保険料の免除を
受けている人などは加入不可。

問医療年金課国民年金係
　☎ 955-9512　FAX 951-5410

公共施設予約システム
年末年始は申込できません

▶12月26日㈰午後11時～ 1月5日
㈬午前9時の予約休止＝中央公民館
▶12月27日㈪午後11時～ 1月5日
㈬午前9時の予約休止＝スポーツセ
ンター、西山公園体育館、バンビオ、
長岡京こらさ、長岡公園テニスコート
▶12月28日㈫午後11時～ 1月4日㈫
午前9時の予約休止＝産業文化会館
＊予約・空き状況照会は利用可能。
＊休館などの問い合わせは各施設へ。
問デジタル戦略課情報システム係
　☎ 955-9503　FAX 951-5410
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12月2・16日の㊍は、午後7時まで延長します。税関係の証明書発行など、一部の業務はできません。
マイナンバーカードの交付は前日正午までに予約を。 問市民課住民記録係　☎ 955-9557

市民課の窓口を
午後７時まで延長

【予約制】マイナンバーカード
夜間・休日の時間外交付

　仕事などで平日の日中に受け取り
が難しい人は、ぜひご利用ください。
▶対象＝交付申請をした人で「個人
番号カード交付・電子証明書発行通
知書兼照会書（はがき）」が届いた人
● 平日：午後5時～ 7時
▶日にち＝12月2・16日、来年1月6・
20日の㊍　▶申込＝前日正午まで
● 休日：午前9時～正午
▶日にち＝12月5・12日の㊐　▶申
込＝2日前の正午まで
■ 【予約制】マイナンバーカードの
　申請をお手伝いします
　顔写真を撮影し、申請をサポート
します。必ず本人が来庁を。
▶日時・場所＝12月7・14日の㊋
午前9時～正午、市役所　▶持ち物
＝通知カード、住民基本台帳カード

（持っている人）、本人確認書類（運
転免許証、パスポートなど）　▶申
込＝前の週の㊎正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　FAX 951-5410

令和３年 長岡京市 第５回議会定例会

●本会議
12月2日㈭ 第２日 一般質問

3日㈮ 第３日 一般質問・
質疑・付託

13日㈪ 最終日 採決など

●委員会
12月3日㈮ 予算審査常任委員会※

6日㈪ 総務産業常任委員会
予算審査常任委員会
　（第 1 分科会）※

7日㈫ 建設水道常任委員会
予算審査常任委員会
　（第 2 分科会）※

8日㈬ 文教厚生常任委員会
予算審査常任委員会
　（第 3 分科会）※

9日㈭ 予算審査常任委員会
　（採決）
議会運営委員会※

＊いずれも午前10時から。※は
前の会議終了後から。

＊一般質問通告要旨は、市役所南
棟1階「市民情報コーナー」や
市ホームページでご覧いただけ
ます。本会議は市ホームページ
でインターネット中継します。

　問議会事務局　
　　☎ 955-3148　FAX 951-4091

コンビニで住民票などの
証明書を取得できます

　取得にはマイナンバーカード（利
用者証明用電子証明書搭載）が必要
です。取得できる書類や、
利用可能時間などの詳細
は右記 QR コードから。
問市民課戸籍窓口係
　☎ 955-9683　FAX 951-5410

空き家の譲渡所得
3,000万円特別控除

　以下の全ての条件に当てはまる人
は、譲渡所得から最大3,000万円を
控除できる制度があります。
① 空き家となった家屋を相続した
② 当該家屋を耐震リフォームした、
　 もしくは取り壊した
③ ②の後、当該家屋・敷地を譲渡した
＊詳細については、空き家所在地の

自治体へ。
●乙訓地域の空き家担当
▶長岡京市＝都市計画課
　　　　　　☎ 955-9715
▶向日市＝公共建物整備課
　　　　　　☎ 874-2869
▶大山崎町＝建設課
　　　　　　☎ 956-2101(代表)
問都市計画課開発指導・空き家対策係
　☎ 955-9715　FAX 951-5410

年末年始のごみ収集日に
ご注意ください

　ごみは、収集当日の午前8時までに
　出してください。
●資源物（分別）収集
　年内は12月28日㈫まで。1月5日　
　㈬から再開します。
●粗大ごみ、臨時ごみ、どろ・し尿
　受付・収集は12月28日㈫まで。
　1月4日㈫から再開します。
●死んだ犬や猫などの引き取り
　市役所北棟1階の時間外受付に持
　参を。▶手数料＝1体2,100円

●市公式「ごみお知らせアプリ」
　お住まいの地域を設定すれば、収集
日のお知らせ通知を受け取れます。ご
みの出し方も簡単に検索できる便利な
アプリです。ダウンロードは下記 QR
コードから。

Android 版

iPhone 版

問環境業務課業務第2係　☎ 955-9689　FAX 955-9955
画面イメージ

収集地域 年内最終日 年始再開日
㊊㊍ 12月30日㈭ 1月6日㈭
㊋㊎ 12月31日㈮ 1月4日㈫

●可燃ごみ

冬は特に注意を
ノロウイルスによる食中毒

　ノロウイルスによる胃腸炎が多発
する季節です。「調理の前は必ず手
を洗う」「食品は中心部までしっか
り火を通す」など、ポイ
ントを押さえて予防に努
めましょう。
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　FAX 955-2054

コロナ禍 緊急支援
生理用品の無償配布

　必要な方は、継続して受け取るこ
とができます。在庫がなくなり次第
終了します。
▶配布場所＝男女共同参画センター

（バンビオ）、社会福祉課（分庁舎 3）
▶受取方法＝窓口やホームページに
ある「ミモザカー
ド」を提示してく
ださい。1 回につ
き 1 袋（28 個）
＊災害備蓄物資を活用するため、

劣化している場合があります。
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　FAX 963-5521
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はっぴぃバスはっぴぃバスののお知らせお知らせ
● 年末年始も「はっぴぃバス」は運行
　12月29日㈬～来年1月3日㈪の間、はっぴぃバスは
土日も含めて毎日運行します。

問交通政策課交通政策担当　☎ 955-3160　FAX 951-5410

● 冬休み 小学生以下は無料に！
　12月27日㈪～ 1月10日（月・祝）の間、小学生以下は
無料で乗車できます。安全のため、小学3年生以下は
保護者同伴でご利用ください。

12月1日㊌～ 20日㊊
年末交通事故防止府民運動

日暮れが早く、夜間の交通事故が増える時季です。歩行者は白っぽい服装や反射材を身に着ける
など、ドライバーに見落とされないよう目立つ工夫をしましょう。 問交通政策課　☎ 955-9686

相談 ＆ 説明会
ファミリーサポートセンター

入会説明会
　子育て中の人と、援助したい人の
相互支援組織です。利用するには、
説明会への参加が必要です。
▶日時・場所＝12月11日㈯午前10
時～ 11時30分、中央公民館　▶主
な活動＝保育施設や放課後児童クラ
ブ、習い事などへの送迎、冠婚葬祭
やきょうだいの行事時の預かりなど
＊登録希望者は、顔写真（縦3㎝×

横2㎝）、身分証明書を持参。
問ファミリーサポートセンター（分庁舎3）
　☎ 959-3034　FAX 959-3201

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶ 日 時・ 場 所 ＝12月7日・14日・
21日の㊋午後1時～ 3時、ポリテク
センター京都　▶対象＝離職中や離
職予定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

身体障がい者巡回更生相談
補装具について（肢体）

▶日時・場所＝来年1月14日㈮午前
10時～ 11時30分、産業文化会館　
▶申込＝1月7日㈮まで
問障がい福祉課障がい支援係
　☎ 955-9710　FAX 952-0001

生活費や療養費に困ったら
くらしの資金貸付相談

　一時的に生活費や療養費に困って
いる世帯に資金を貸し付けます。
▶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＝
12月7日㈫～ 10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 ＝12月22日 ㈬・23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
　☎ 963-5137　FAX 963-5509

くらしお役立ちセミナー＆
企業説明会

　仕事を探している人なら誰でも参
加できます。
▶日時・場所＝12月24日㈮午前9時30
分～ 11時45分、産業文化会館　▶要
申込（京都ジョブパークへの登録要）
＊オンライン開催となる場合あり。
問京都ジョブパーク総合受付
　☎ 682-8915　FAX 682-4189

バスでまちを
探検だ！
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「つながり ささえあう みんなの地域づくり」をスローガンに12月1日㈬から全国一斉に募金運動が実施
されます。ご協力をお願いします。 問長岡京市共同募金委員会（社会福祉協議会内）　☎ 958-6912

歳末たすけあい
募金運動

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
などの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
　平日夜間 … 午後 5 時〜 10 時
　㊏㊐㊗㊡ … 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。

国民健康保険 夜間の窓口　12月2・16日木 午後７時まで

問国保係（給付関係）  ☎ 955-9511　
　管理係（保険料関係） ☎ 955-9706　　
　共通  FAX 951-1929

【加入・脱退手続きは14日以内に】
　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
ありますので、忘れずに手続きを。

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

● 3 月使用分
当選の確認…12月15日㈬～25日㈯
申請の締切…
＊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

12月25日㈯

㊐㊗㊡の急患は  ＊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

   5日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

31日 千春会病院 ☎954-2175
　　 （開田2-14-26）

12日 鈴木内科外科診療所 ☎922-2077
　　 （向日市上植野町円山12-5）

1月1日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

19日 田村クリニック ☎932-6540
　　 （向日市上植野町落堀15-1）

　  2日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）　　

26日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

　  3日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　 （今里南平尾8）

30日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

文
長七小
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日
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保健センター
乙訓休日応急診療所

■ 内科・小児科

乙訓休日応急診療所 ☎955-3320 
（今里北ノ町39-4）
午前９時30分〜午後４時（昼休憩あり）

＊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

““ささんんかかくく””

＊年末年始（12/30 ～ 1/3）も診療して
います。

希望者からの応募もOKに！ 　市の施策や計画について市民の皆さんの意
見を聞くため、会議の委員やワークショップ
の参加者などを募集する制度「さんかく」。参
加したい人が応募できるよう、拡充しました。
問自治振興室 市民参画協働担当
　☎ 955-3164　FAX 951-5410

　市内在住で、現在審議会や懇話会などの委員を
していない人は、誰でも応募できます。
12月28日㈫までに右記 QR コードか
ら申し込んでください。

500人に登録案内が届きます
　さまざまな立場の人から意見を聞くため、市内
在住の18歳以上から無作為抽出で選んだ500人
に登録案内を送ります。案内が届いたら、ぜひ登
録してください。

案内が届かなくても応募できます

市民参画登録制度

　福祉、子育て、教育、交通、まちづくり
などの分野で、市民同士や、行政との意見
交換会などに参加します。

どんなことをするの？

　審議会などの「公募委員候補者名簿」に
２年間、ワークショップなどの「参加候補
者名簿」に４年間登録され、委員改選時や
ワークショップ開催時に市から案内します。

登録したらどうなるの？



　

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。1月6

日分は12月27日㈪受付。30日㈭はありません。総務課
市民相談担当
☎ 955-9501

全て
市役所1階
市民相談室

司法書士相談【申込制・先着6人、1人30分】
8日㈬・15日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
行政相談（相談受付は午前11時30分まで）
20日㈪ 午前10時〜正午
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
女性の一般・DV相談（面接は申込制）
平日 午前9時〜午後5時
【 一般相談☎ 963-5522 】【 DV 相談☎ 874-7867 】

男女共同参画
センター 
“いこ～る”
プラス
☎ 963-5502

全て
バンビオ6階

女性のカウンセリングルーム【申込制】
8日㈬・15日㈬ 午前9時30分〜午後0時30分
1日㈬・22日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
女性の法律相談【申込制】
22日㈬ 午前10時〜正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
24日㈮ 午後7時〜 9時
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

家庭児童相談室
☎ 953-7710

教育相談 
㊊〜㊏ 午前9時〜午後5時、教育支援センター

相談専用
☎ 963-5533

ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
13日㈪ 午後2時〜 4時、市役所分庁舎3 福祉なんでも

相談室
☎ 955-3177福祉なんでも相談室

平日 午前9時〜午後4時30分、市役所分庁舎3

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

障がい福祉課
☎ 955-9549

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、
乙訓障がい者虐待防止センター

同センター
☎ 959-9085

精神障がい者連絡員の電話相談
平日 午前10時〜午後3時

乙訓やよい会
☎ 080-8529-7060

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

やよい工房久貝事業所
☎ 952-9567

高齢者と介護家族のための臨床心理士相談
【申込制・定員3人】9日㈭午後1時〜 4時、
東地域包括支援センタ－

同センター
☎ 963-5508

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

高齢介護課
☎ 955-9713

リハビリ相談（作業療法士・理学療法士）【申込制】
平日 午前9時〜午後4時、市役所か自宅へ訪問 健康づくり

推進課
☎ 955-9705

生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士）
【各時間２人・申込制】13日㈪ 午後1時・2時・
3時、20歳以上、市役所か保健センター
特設人権相談 
8日㈬午前10時〜正午、20日㈪午後1時〜 3時
30分、市役所1階市民相談室

共生社会推進課
☎ 955-3180

不動産無料相談（空き家対策含む） ※予約可
21日㈫ 午後1時30分〜 3時、
市役所1階市民相談室

都市計画課
☎ 955-9715

福祉の総合的な相談・地域づくりに関する相談
㊊〜㊏ 午前8時30分〜午後5時、
総合生活支援センター

同センター
☎ 963-5137

弁護士による無料相談 ※電話相談【各センタ
ーへ申込制、1人30分】4日㈯西包括、11日㈯
東包括、14日㈫きりしま苑、18日㈯北包括、
25日㈯南包括、午前10時〜正午

東地域包括
支援センター
☎ 963-5508

市民無料相談　

● 竹寿苑　☎ＦＡＸ 954-6830
催しはありません。

● きりしま苑　☎ 956-0294　ＦＡＸ 956-0290
ゆず湯　▷13日㈪〜17日㈮午前9時30分〜午
後3時　▷利用証と入浴用品を持参
映画鑑賞会　▷17日㈮午前10時から「敵中横
断三百里」、午後1時30分から「女優」
市民カラオケ　▷10日㈮午後1時30分から
（入場制限あり）
空き部屋利用申請（来年2月分まで）　▷1日
㈬から

60歳以上のための60歳以上のための  憩憩  いい

ほっこりんぐほっこりんぐ
心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに

日 開始時間 販売製品 販売事業所

10日㈮ 午前
10時30分

竹工製品、窯業製品
農園芸製品、 など 向日が丘支援学校

17日㈮ 午前
11時30分

携帯用ホワイトボード
自主製品 など

乙訓聴覚言語障害者
地域活動支援センター

20日㈪ 午前
10時30分

染め製品、一筆箋、
メモ帳 友愛印刷

24日㈮ 午前
11時30分

クッキー、ラスク、
パン 乙訓ひまわり園

障がいのある人が、就労自立のため
製作・販売しています。

毎週㊎と ｢０のつく平日」に
市役所ロビーで販売中♪

＊各事業所での受注販売「おまかせ！!！　ほっこりんぐ」も
受け付け中です。詳しくは右記QRへ。

問障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎３）
　☎ 955-9549　ＦＡＸ952-0001
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　心が温かくなる生活の工夫や雪の不思議に触れて、
寒さを楽しんでみませんか。 ◆ ◆ Book Guide

図書館のイベントは14・24ページも見てね！

☎ 951-4646　ＦＡＸ 957-0732

にに

行こ行こっっ♪♪
図書館図書館

図書館Web

休業・休館　※年末年始（12月29日㊌～来年１月３日㊊）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 ㊏㊐と 28
図書館 ㊊と 1・28
北開田会館 ㊏午後、㊐
北開田児童館“キッズナ” ㊐と 24・28
西山公園体育館 ㊋
スポーツセンター 14・28
埋蔵文化財調査センター ㊏と 5・19

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.　　　　　　　 ㊌と 28

中央公民館 ㊊と 28

長岡京こらさ 28

シルバー活動交流フロア ㊏㊐と 28

あったかふれあいセンター ㊐と 28

神足ふれあい町家 28

中山修一記念館 ㊋

（西山天王山駅前）

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

同センター
☎ 955-8000

長岡京音頭保存会の練習日
10日㈮午後1時30分から、
産業文化会館

音頭保存会事務局
（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
【申込制・先着順】18歳以上対象 西山公園体育館

☎ 953-1161個人開放デー【申込制・先着順】
18日㈯午前9時〜 11時20分、
西山公園体育館

学校グラウンド夜間照明　1月分の抽選日
27日㈪午前9時から、市役所4階大会議室

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時〜正午に右記で
1月16日〜 31日使用分…12月15日㈬
1月16日〜 31日使用分…12月28日㈫

生涯学習課
☎ 955-9534

転ばぬ先のからだづくり教室（保健師・理
学療法士・作業療法士）【申込制・先着順】
65歳以上の市民でつくる3人以上のグルー
プ。自治会館や自宅などで8回実施

健康づくり推進課
☎ 955-9705

普通救命講習（心肺蘇生法・AED実技）
【申込制】20日㈪午前9時30分〜 11時
＊詳細は乙訓消防組合ホームページへ。

長岡京消防署
☎ 957-0119

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㊍ ▷午前9時〜 9時30分、
             勝竜寺城公園駐車場
毎週㊏ ▷午後3時〜 5時、
　　　　 バンビオ広場公園

農林振興課
☎ 955-9514

ふれっしゅ交流市　毎週㊊㊌㊏
▷午前8時〜 10時　金ケ原の湯川酒店前
海印寺ふれあい市　毎週㊋㊍㊏
▷午前9時〜 11時　JA 海印寺支店駐車場

バ
ン
ビ
オ
１
番
館

市民交流フロア
市民活動サポートセンター

年末年始
のみ休業

中央生涯学習センター
生涯学習団体交流室 28

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 ㊌と 28

定期開催

テーマ：寒さを楽しむ

■ 小学生対象のおはなし会
　むか～し あったとさ 

▷11日㈯午後2時30分〜 3時、図書館
▷25日㈯午後2時30分〜 3時、勝竜寺城公園

■ 子どもの本を読む会 
大人対象の、児童書の
読 書 会。 ▷16日 ㈭ 午
前10時〜正午

A

ヒンメリをつくる 
　北欧フィンランドの伝統装飾モビール

山本睦子／著　誠文堂新光社／刊

　フィンランド伝統のクリスマス
飾り「ヒンメリ」。麦わらで作られ
ていて、光の当たり方や見る角度
で違った表情を楽しめます。ペー
パーストローを使った作り方も紹
介されているので、あなただけの
ヒンメリを作ってみてはいかが？

中谷宇吉郎 雪と氷の探求者
清水洋美／著　野見山響子／画

　汐文社／刊

　世界で初めて人工の雪を作り出す
ことに成功した、日本の研究者・
中谷宇吉郎。自然、その中でもと
りわけ雪・氷の不思議さや美しさに
魅了され、追究した「雪の宇吉郎」
の生涯を描いた本です。家ででき
る雪・氷の実験も紹介されています。

■ ゆきのけっしょう
武田康男／監修・写真　小杉みのり／著

　岩崎書店／刊
■ ゆきのたまご  横田稔／著　理論社／刊

■ ロシア、大地が育む家庭料理
  荻野恭子／著　文化出版局／刊
■ 北欧のかわいい切り紙　

上原かなえ／著　河出書房新社／刊

この本も

おすすめ！

長岡京ライフ 2021.12　-　21
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読者のお便りや読者のお便りや
サークルからのお知らせサークルからのお知らせ

ああななたたのの

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。

コーナーコーナー
リーマーケットも▷500円▷ HP あり 問
ムジクリ企画 小西（☎ 080-1418-5044）

◆乙訓山の会・体験教室▷12月19日㈰9
時、JR 山科駅集合▷冬枯れの雑木のき
れいな大文字山北斜面を歩きます▷500円
▷12月10日㈮までに要申込▷HP あり 問
乙訓山の会 西村（☎ 090-6674-5196）

◆健康寿命を延ばそう～足がすべて～
▷毎週㊌①13時～ 14時②14時～ 15
時、バンビオ▷おおむね70歳以上▷
椅子に座ってできる筋トレ体操▷500
円▷要申込 問ふれあいサロンさつき
会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆長岡 W
ウ イ ン グ

ing（卓球）▷月4回㊊正午～ 15
時、西山公園体育館▷経験者の女性▷入
会1,000円、月1,500円▷試合にも出ら
れます 問矢野（☎ 090-2289-0190）

◆書き損じはがき収集キャンペーン▷
12月1日㈬～来年1月31日㈪、市内小・
中学校、公共施設など▷切手と交換。
アジアの子の修学を支援 問愛あ～す
KYOTO 長岡京 伊藤（☎ 090-9876-8433）

◆つつじ & もみじ（健康体操）▷月2回
㊎13時半～ 15時、きりしま苑▷60歳
以上▷入会500円、月1,000円▷気軽
に無理なく体を動かしませんか 問谷
口（☎ 952-0242）

◆長岡京 SSC 社会人女子バスケット
ボール練習会▷月4回㊊㊍18時～ 21
時、㊊長岡中学校、㊍スポーツセンター
▷ 社 会 人 女 子 ▷ 月1,000円 問 麓

ふもと

（☎ 090-7111-9452）

◆ガールスカウト京都府第61団▷月2
回㊐10時～正午、長岡京こらさ▷年
長 ～ 小6の 女 子 ▷ 入 会5,000円、 年
10,000円、月2,000円▷体験集会あ
り▷ HP あり 問中矢（☎ 204-9570）

◆ボーイスカウト長岡第4団▷月2回㊐
9時～正午、市内近郊▷年長～小6の男
女▷要参加費▷自然体験や社会奉仕活
動▷体験・見学 OK▷HP あり 問納谷

（bvs.kaede.troop@gmail.com）

◆なかの邸 藍プロジェクト▷なかの邸の
藍工房で、藍だて、藍染、藍の生産・加
工など、藍に関わる活動▷初回は12月4
日㈯、藍だて▷インスタグラムあり。「な
かの藍染」で検索 問松村（☎ 959-2877）

募集します

◆廃油回収▷12月4日㈯10時～正午、
産業文化会館裏プレハブ▷小雨決行 問
長岡京市生活学校 片山（☎ 951-0093）

◆乙訓景観フォーラム2021▷①12月5
日㈰13時～ 16時、境谷会館 ②12月
18日㈯13時～ 16時、バンビオ▷各先
着30人▷乙訓の景観地域資源の利活用
▷300円▷要申込 問乙訓地名詩編纂
「チーム乙訓」 鵜野（☎ 080-5712-8695）

◆ムジクリ企画＆虹色でんしゃクリスマ
スコンサート▷12月10日㈮10時～ 11
時半、中央公民館▷ワークショップやフ

催しの案内

暗号資産（仮想通貨）
に関するトラブル

消費者消費者トラブルにトラブルに
ご注意をご注意を

　「知人から『必ず値上がりする』と言われて暗号資
産を購入したが、もうかるどころか支払ったお金も戻
ってこない」「セミナーで配当が付くなどと聞いて投
資をしたが、出金できない」など、暗号資産や詐欺的
なコインに関する相談が増えています。
　暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必
要です。利用する際は、登録を受けている事業者かど
うかを必ず確認しましょう。暗号資産は、日本円やドル
などのように国がその価値を保証している「法定通貨」
ではなく、インターネット上でやり取りされる「電子デ
ータ」です。価格が変動するため、損をする可能性も。
　“うまい話”はありません。友人や知人からの誘い
でも「簡単に稼げる」「もうかる」という話には安易
に投資せず、トラブルを避けましょう。

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

●譲ります
防水スプレー、ベビーカー、
釣りざお・リール、本箱　など
●譲ってください
自転車、シルバーカー、すの
こ、ロッカー　など

無料で譲ってほし
い・譲りたいものが
あれば環境業務課
（☎ 955-9548）へ。

家庭用品
活用コーナー

＊品物の詳細はホー
ムページへ。
＊市は品物を預かり
ません。

▶日時＝来年１月31日㈪まで（休館日を除く）、
午前8時30分～午後5時

▶場所＝市民ひろば北西角
▶回収品目＝新聞、雑誌、段
ボール、雑がみ

利用してね 試 験 的 に実 施 中 ！

中央公民館で古紙回収

【10月分】
  913.62t（前年同月 1,086.25t、約 173t 減）

家庭から出た
もえるごみの量



１月
・コロナ対策のため、成人式を２部制で開催
・新型コロナウイルスワクチン接種事業実施
本部を設置

２月

・指定ごみ袋制度スタート
・市役所新庁舎建設工事を開始
・大河ドラマ「麒麟がくる」紀行の最終回に
長岡京市が登場

３月
・市公式 LINE の機能を拡充
・勝龍寺城築城450年祭が開幕…①

４月
・第４次総合計画第２期基本計画スタート
・市オリジナル婚姻届のデザインが決定。窓
口での配布始まる…②

５月
・65歳以上へのコロナワクチン優先接種開始
・東京2020オリンピック聖火リレーが府立京
都スタジアムで開催される…③

６月
・パートナーシップ宣誓制度スタート
・市役所の古紙等回収ステーションを第３日
曜日も開放

７月

・ながすく！応援券や高齢者等タクシー利用
応援券などの支援策を実施

・若葉カップ初の無観客開催・LIVE 配信実施
・パートナーシップ宣誓制度３市協定を締結。
８月から連携開始

・ジャブジャブ池の利用を２年ぶりに再開。
LINE での予約制に

2021年 振り返り
　３度にわたる緊急事態宣言の発出やワクチン接種
など、コロナ関係の話題が多かった2021年。長岡
京市ではどんなことがあったか、振り返ってみました。

８月
・オリンピックで本市出身の山西選手（競歩）が
銅メダル獲得、吉岡選手（射撃）が８位入賞

・東京2020パラリンピック採火式を開催

９月
・緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が全
面解除に

10月

・来年に向け、市制施行50周年プロジェクト
始動。広報紙で市民ライター企画「未来に
つながる 今をつたえる」連載開始

・長岡京市議会議員一般選挙。議員定数が22に
・衆議院議員総選挙

11月 ・２年ぶりに婚礼の儀、ガラシャぷちウイークを開催（27ページに掲載）

12月
（予定）

・自分ごと化会議が条例検討委員会に提案書
を提出

は緊急事態宣言の発出を表しています。

宣
言

宣
言

宣
言

宣
言
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● 先月号の答え…もみじ（ヒントページのページ数に誤りがありました。お詫びいたします）

P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 

正解者５人に「望み」の映画招待券が当たります。
12月23日㊍
①午前10時30分～、②午後2時～

長岡京記念文化会館で
【出演】堤真一、石田ゆり子、岡
田健史、清原果耶、市毛良枝、松
田翔太、竜雷太 ほか

【チケット】前売り一般1,100円
（当日1,300円）  ほか（全席自由）
問長岡京記念文化会館
　☎ 955-5711　FAX 955-4774

【宛先】〒617-8501（住所記載不要）
長岡京市 広報発信課 12月号プレゼントクイズ係
　☎ 955-9660　FAX 955-9703
　 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

■アンケート：今月号の満足度を５段階評価
（１：不満～５：満足）で教えてください。
合わせて、その理由も教えてください。

■応募方法（締め切り12月15日㈬消印有効）
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

（紙面で紹介する場合があります。ペンネー
ムや匿名希望も併記）を書いて右記へ。発
送をもって当選発表に代えます。

■クイズ：まちの「心地よさ」を広げるボランテ
ィア、みどりの〇〇〇〇〇。（ヒントは４ページ）

QRなら
応募が
簡単♪

②②

③③①①



はぐくみひろば
子育て応援情報コーナー子育て応援情報コーナー

遊びの場の提供や育児相談など、未就園児と保護者が利用できます。
現在、事前予約制で実施しています。利用日前日までにご予約を。

地域子育て支援センター地域子育て支援センター

乳幼児と保護者のためのイベントカレンダー

何でも
相談
してね

名称 実施日 （状況により、実施のない場合があります） 閉園日 実施場所 問い合わせ

エンゼル
月～金曜日、午前９時～午後４時 土・日曜日、

祝・休日

開田保育所 ☎ 953-7711

たんぽぽ 保健センター ☎ 955-6262

さくらんぼ 月～金曜日、午前10時～午後３時
土曜日、午前９時30分～午後２時30分

日曜日、
祝・休日

さくらんぼ ☎ 952-6388

さんさんの会 海印寺こども園 ☎ 954-5264

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ふれあい

ふれあい

ふれあい

ふれあい
子育てふれあいルーム 子育てふれあいルーム 
子育てサポーターがいます。
各時間15人まで。16人目から
別室を案内します。
　10:00 ～ 正午
　13:30 ～ 15:30
　３か月～就学前の子
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774

各ラインやアイコンが
ある日に利用できます。

中央公民館中央公民館
児童室の開放児童室の開放

　  ９:00 ～ 17:00
 　 就学前の子と保護者

きりしま苑きりしま苑
親子遊び部屋開放親子遊び部屋開放

　９:30 ～ 16:00
　３か月～３歳頃の子
問きりしま苑 
☎ 956-0294 FAX 956-0290

きりしま苑の
最新情報は
こちらから→

問北開田児童館 
☎ 955-1110  FAX 955-1162

キッズルームの開放
 ①10:05 ～ ②11:05 ～
 ③13:05 ～ ④14:05 ～
 ⑤15:05 ～ ⑥16:05 ～
  就学前の子と保護者

北開田児童館北開田児童館
““キキッッズズナナ””

＊密集を避けるため、利用時間を分けています。
　各区分50分間。２家族７人まで。おもちゃはありません。

☎ 959-3034

お子さんの
お迎えや預かりを
お手伝いします

ファミリー
サポートセンター

入会説明予約
平日随時受付

中央公民館中央公民館
児童室の開放児童室の開放

要申込· 先着順

きりしま苑 ママのしゃべり場きりしま苑 ママのしゃべり場
私のおすすめパン・ケーキ編私のおすすめパン・ケーキ編

10:30 ～ 11:30
未就学の子の保護者（5 組）
7 日㈫ 午後2 時受付開始申

北開田児童北開田児童館館““キキッッズズナナ””きりしま苑 きりしま苑 親子遊び部屋開放親子遊び部屋開放

図書館 えほんのひろば図書館 えほんのひろば
 10:30 ～ 11:00、11:15 ～ 11:45
 ６か月～２歳の子と保護者（各回７組）
 2 日㈭ 午前 10 時受付開始

問図書館　☎ 951-4646
申

要申込· 先着順

きりしま苑 きりしま苑 Fab Music.Fab Music.
親子で英語ミュージック教室親子で英語ミュージック教室

10:30 ～正午
 3 か月～未就学の子と保護者（10 組）
1 日㈬ 午後2 時受付開始申

きりしま苑 クリスマス会きりしま苑 クリスマス会
～ちょこふぁーむ共催～～ちょこふぁーむ共催～
オーナメント制作・親子たいそう  オーナメント制作・親子たいそう  などなど

申

10:00 ～正午
首がすわった乳児～未就学の子
と保護者（抽選で 10 組）
6 日㈪ まで

要申込
抽選

キッズナであそぼう！キッズナであそぼう！
 with たんぽぽ with たんぽぽ

10:30 ～ 11:30
未就園児と保護者（5 組）
8 日㈬ 午前 10 時受付開始申

ぷちキッズナ「遊びの広場」ぷちキッズナ「遊びの広場」
音楽に合わせて親子でふれあい遊び音楽に合わせて親子でふれあい遊び

10:30 ～ 11:30
就園前の子と保護者（5 組）
受付中申

要申込· 先着順

要申込· 先着順

要申込· 先着順
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子子育育ててプチプチ情情報報

子育てコンシェルジュが子育てコンシェルジュが
サポートしますサポートします

　子育てに悩みはつきもの。正解が無いからこそ、
「これでいいの？」「みんなどうしているの？」と
不安になることもありますよね。そんなときは、
子育てコンシェルジュへご相談ください。保健師
や助産師、栄養士などがあなたをサポートします。

例えばこんな相談

　子どもが「保育園行きたくない！」と
嫌がることがあります。笑顔で出発でき
る方法はありませんか？（４歳児の母）

やだぁ
ーー！

保育園
行きた

くない
！

申
込
フ
ォ
ー
ム

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

問健康づくり推進課
　☎ 955-9705 FAX 955-2054

【パパとママより】
パパとママの宝物 ‼ 大好きだよ♡
あなた達の親になれて本当に幸せ
です☆

今里 奥海印寺

【両親より】
いつもみなさんに、温かく見守って
もらえて、嬉しいね。

【父ちゃん母ちゃんより】
二人並んでいる姿を見るのが毎日幸
せです。これからも元気でいてね。

高台

12月の健診など12月の健診など

健診など 予防接種

• 場所は保健センター
• 発達相談は随時 要申込

BCG予防接種
４か月児健診
10か月児教室
１歳８か月児健診
３歳６か月児健診

対象者には、個別に
案内をお送りします。

吉
見　

心こ
は
る晴

ち
ゃ
ん （　
歳　
か
月
）

　
　
　

澄す
み
か香

ち
ゃ
ん （　
歳
）

３

２

妊娠・出産・子育ての悩み

開催状況は
こちらから

　　　　奇数月に
Zoomで開催♪ 子育て応援教室子育て応援教室

問健康づくり推進課 ☎ 955-9705 FAX 955-2054

・Hello Baby 教室
・離乳食教室
・1 歳 3 か月歯の教室

１

土
居　

晴は

る瑠
ち
ゃ
ん 

（
５
歳
）

　
　
　

莞か
ん
た太

ち
ゃ
ん 

（
１
歳
）

　
　
　

綾り
ょ
う
た太

ち
ゃ
ん （
３
歳
）

喜
多　

幸ゆ
き
あ愛

ち
ゃ
ん 

（
９
歳
）

　
　
　

丞た
す
くち

ゃ
ん 

（　
か
月
）

　
　
　

桃も
も
あ愛

ち
ゃ
ん （
５
歳
）

11

　

　保育園・幼稚園の登園拒否は、よくある
相談の一つです。突然嫌がる様子に、何か
あったのかと不安になりますよね。まずは
お子さんなりの理由を聞き、気持ちを明る
く受け入れてあげましょう。理解してもら
えたと感じると、満足して「やっぱり行
く！」ということも多いです。頑張って登
園した後はたくさん褒めてあげましょう
ね。育児のことやあなた自身の不安な気持
ちなど、どんなことで
も遠慮なくお気軽にご
相談くださいね。

コンシェルジュより
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「ふしぎなくつ」�
作者：増田�葵

あ お い

衣さん（３年生）
町をまたいで遠くまで行けるくつがあったら
いいなと思ってかきました。工夫したのは、
山をひとつひとつ色を変えてぬったところです。

���「�旅行�」
作者：菜島�光

み ゆ

結さん（６年生）

旅行の「方」と������を同じバランスにせず、
「方」を少し小さめに書きました。�「行」の字の
はらいは、筆の向きに気を付けて書きました。

旅「��」

「虫となかよし」
作者：近藤�絃

いと

さん（２年生）

虫の色をつけるのがとても楽しくて、いろんな
色のクレパスを使いました。虫の模様も上手に
かけました。

今月は

長岡第七小学校
スクール
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長岡京市×㈱明治　ご当地レシピが決定

　市の食材と「明治 エッセル スーパーカップ」を使
ったレシピコンテストの結果「バニラ香る お野菜花
手水クッキー」が採用され、10 月 27 日、バンビオ
でお披露目会がありました。花手水を見事に表現した
華やかさで、市民の LINE 投票でも一番人気に。考案
者の料理愛好家・久

く ど せ
戸瀬一枝さんは「笑顔につながる

ツールになれば」と笑顔を見せていました。
レシピは㈱明治と市のホームページで公開中。

環境負荷の低減へ　地元企業と共同

　乙訓２市１町と乙訓環境衛生組合は 10 月 21 日、
サントリー MONOZUKURI エキスパート株式会社と
ペットボトルリサイクルに関する協定を結びました。
家庭から出されたペットボトルが再びペットボトルとし
て生まれ変わる割合は、これまで１～２割程度でした。
それを９割以上にできる新しい取り組みで、化石資源
の利用や CO2 排出量が減らせます。事業は来年４月
開始。引き続き正しい分別にご協力をお願いします。

戦国時代の婚礼を再現
「婚礼の儀」で秋を彩る

　例年は「長岡京ガラシャ祭」で市内が盛
り上がる 11 月。今年はコロナの影響でお
輿入れ行列は中止となりましたが、「ガラ
シャぷちウィーク」として市内でさまざま
な催しが行われました。11 月 14 日には
長岡京記念文化会館で、熊本大学永青文庫
研究センター長・教授 稲

い な ば
葉継

つぐはる
陽さんの講

演会を開催。講演前には、例年の行列巡行
のクライマックスである「婚礼の儀」を実
施。抽選で選ばれた飯

は ん だ
田美

み の り
乃理さん・洋

ようすけ
介

さん夫妻が、玉・忠興役として舞台に上が
りました。歴史衣装をまとい「婚礼の儀」
を再現した２人には、会場から大きな拍手
が送られました。「婚礼の儀」も
含めた当日の様子は、12 月 18
日に YouTube で公開予定。視聴
は右記 QR コードから。

勝竜寺城公園での前撮り　撮影：稲田大樹

「婚礼の儀」の様子

歴史講演会講師　稲葉継陽さん

長岡京長岡京  ★  NowNow
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,189 人 / 世帯数  36,658 世帯

（11月１日現在）
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