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掲載内容は、４月20日時点の情報です。
内容は変更される場合があります。
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＜写真＞
今月号に合わせて「ワクチン
特別臨時号第２号」が配られ
ています。ワクチン情報は、
市ホームページや公式 LINE
でも随時お知らせしています。

出前ミーティング

市役所庁舎建設工事

ワクチン情報は
広報特別臨時号と
市公式 LINE で



※４月20日時点の情報を記載しています。

新型コロナウイルス
変異株への備えを

年齢層を問わず感染の可能性があります。
特に、若年層への感染割合が高い傾向にあります。

現段階で、従来型と比較して、実効再生産数が平均で1.32倍、感染・伝播性が
40％程度上昇していると分析されており、今後急拡大する可能性があります。
（実効再生産数：感染が広がっている状況下で、1人の感染者が次に平均で何人にうつすかを示す指標）

変異株について、

いま分かっていること

　関西圏における新型コロナウイルス変異株の感染者が急増しています。
従来型よりも感染力や重症化リスクが高い可能性があります。手洗い、
うがい、手指消毒、マスクの着用、人混みを避けるなどの感染予防対策

は変異株にも有効です。大型連休期間中を含め、あらためて感染予防の徹底と不要不
急の外出を控えてください。ご協力をお願いします。
問 長岡京市新型コロナウイルス感染症対策本部　☎ 955-9661　ＦＡＸ 951-5410

２次感染率増加や死亡リスク増加の可能性があります

大阪·兵庫で変異株の割合が急激に上昇しています
（スクリーニング調査の結果：全体の70％推定）

今後さらに急拡大する
可能性があります

感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の新規変異株について
	 	 	 	 	 （第8報）2021年4月7日17:00時点　国立感染症研究所

2020.11 12 2 ３ ４2021.１ ５

緊急事態宣言中

京都府内の
新規感染者数
（週ごと、4月18日時点）

感染力や重症化リスクが高い可能性があります
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コロナ対策への

ご支援ありがとうございます

　「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、市内の飲食
店等に対し、５月５日（水・祝）まで、営業時間短縮（午前５
時から午後９時、酒類の提供は午前11時から午後８時
30分）が要請されています。申請方法など、
京都府のホームページでご確認ください。

・商工会青年部	様より	 マスク2,400枚

・新型コロナ助け合いプロジェクトに
　市の内外から	 計11,483,708円

・くらしの応援隊	様より	 19,017円

・株式会社リアリノ	様より	 　500,000円

・明治安田生命保険相互会社	様より	 150,000円

・株式会社村田製作所	様より
	 安全、快適空間の可視化システム　　３セット
　		 ＊室内のCO2濃度等を測定することで、人の密集状態がわかるセンサー

	心理学に用いられる言葉で、「正常性バイア
ス」というこころの作用があります。そもそ
も私たちのこころは、あまり長期間、神経を
張り詰めていることはできないようになって
います。リスクについての認知は、時間とと
もに弱くなるのが通常で、「大丈夫だった」と
いう過去の成功体験や、自分なりの考えを過
信がちになることが分かっています。これは、
長期間ストレスを感じ続けないようにするた
めに獲得した機能であり、一概に悪いもので
はありません。
　感染症のリスクの認知にも、同じことが言
えます。「少しの時間だから大丈夫だろう」「こ
のくらいなら消毒しなくても…」といった判
断に「正常性バイアス」がかか
りすぎていないか、まずはここ
ろの働きを知っておくことが役
に立ちます。

  なんとなく

自分は大丈夫と

思っていませんか?
　ロックダウン（外出禁止）になれば、経済が破綻す
る。パンデミック（感染爆発）になれば、命が危険に
なる。自粛と活動、どちらに偏りすぎても、私たち
の生活はうまくいきません。一人一人が、毎日毎日、
状況に応じて、できる限り丁寧に、感染を予防する
ための行動を取り続けることが必要です。

　現在、「日中を含めた不要不急の外出の自粛」「府
外への不要不急の往来の自粛」が要請されています。
大型連休中ですが、最新の状況を踏まえて、今一度、
ご予定の見直しをお願いします。

これ以上の感染拡大を防ぐために

あなたの努力はムダではありません

　まずは、あなた自身が健康でいること。それが何
よりも大切です。これまで頑張ってこられた感染予
防対策は、あなた自身の健康維持にも役立っていま
す。引き続き、感染予防対策に、みんなで取り組ん
でいきましょう。

飲食店の時短営業協力金

京都府のページへ
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１期庁舎
令和５年冬
完成
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新庁舎　急激な人口増加に合わせ、建て増しを重ねてきた市役所庁舎。
多くの課題を根本的に解決するため、令和８年の全体完成を目
指して、昨年末から建て替え工事が進んでいます。市民の皆さ
まの安全・安心を支えるとともに、にぎわいあるまちづくりの
拠点へ。生まれ変わる庁舎の概要などをお伝えします。
問公共資産活用推進室 庁舎・財産管理係

　☎ 955-9680　FAX 951-5410

長岡京市役所
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H2
9.1
0月
～
11
月

庁舎の建て替えが始まるまで
昭和36年の竣工から60年

竣工当時の庁舎

　市役所本庁舎は、昭和36年の南棟完成後、昭和45年に東棟の
南側と車庫、昭和54年に東棟の北側と北棟をそれぞれ増築しま
した。現庁舎の姿は建築当時と変わらず、老朽化の進行や耐震性
能不足など、さまざまな課題を抱えています。市民の安全・安心
を守る「防災拠点」としての機能を整備し、高度情報化やバリア
フリー化などへ対応するため、その方法を検討してきました。パ
ブリックコメントやワークショップなどで市民の皆さまからのご
意見もお聞きし、「にぎわい溢れ、安心に包まれる、未来の長岡
京市を創造する庁舎」を基本理念に掲げた設計方針を定めました。

パブリック
コメント①

老朽化・耐震性能不足
狭あい化などの課題

検
討
会
議

などの まちづくり
シンポジウム

基本構想
策定

新庁舎検討委員会
の

ワー
クシ

ョ
ッ
プ

入札
手続き 工事開始工事契約実施設計

開

催

基本計画
策定

パブリック
コメント②

パブリック
コメント③

開催

H29.1月

開催後のアンケートには、庁舎
が分散していることで起きる不
便さの解消やバリアフリー化を
望む声が多く上がりました。

H29.4月

H30.3月

R2.12月R2.3月

基本
設計H3

1.3
月

R元
.11月

ま
ち
づ
く
り
協議

新
庁
舎
整
備
事
業
に
関

する説明会

５階建ての１期庁舎、８階建ての２期庁
舎で計画。駐車場は地下に配置し、エレ
ベーターは全体で３基整備しています。

計画や設計の基になる、
新庁舎の基本的な考え方
や整備方針を定めました。

市民参加の「新庁舎の

あり方を考えるワー

クショップ」を開催。

「総合評価方式」で入札を
実施。工期の短縮と工事
費の削減ができました。
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現庁舎が抱える課題を解消

　新庁舎は「１期庁舎」と「２期庁舎」の２回建設し、最終的に一
体化します。１期庁舎を駐車場跡地に建設した後、東棟・南棟を解体。
その跡地に２期庁舎を建て、北棟・分庁舎３を解体します。

老朽化、耐震性能不足…

耐震性を確保
　地震に強い免震構造を採用。災害時の防災拠点
として、ライフラインが途絶した
場合も災害対策本部としての機能
を維持できるよう整備します。

バリアフリー化
　誰もが利用しやすい「ユニバー
サルデザイン」を導入。エレベー
ターの設置や段差の解消、ゆとり
あるスペースの確保、分かりやすい案内表示など、
利便性・快適性を高めます。

庁舎分散の解消
　分庁舎などに分散している窓口機能を集約。産

業文化会館や保健センターの配
置、市民広場、歴史資料展示室の
設置で、市民に開かれたにぎわい
創出の拠点とします。

施設の長寿命化
　人口減少や少子高齢化など、社
会状況の変化に伴う行政サービ

スの多様化に、柔軟に対応できる適正な規模とし、
維持管理のしやすい庁舎にします。

アゼリア通り

1 期庁舎

南棟

北棟

東
棟

アゼリア通り

1 期庁舎

北棟

２期庁舎

アゼリア通り

来庁者用駐車場

市民
広場

①１期庁舎を駐車場跡地に
建設した後、東棟と南棟
を解体します。

工事の進め方
建設は２回に分けて

新築

解体

解体

②東棟・南棟の跡地に２期
庁舎を建設した後、北棟
を解体します。

解体

新築

③市民広場などの外構を整
備し、分庁舎３を解体し
ます。

２期庁舎

１期庁舎

工事現場の様子
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令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

１期庁舎建設（R3.1月～ R5.1月） 供用開始

２期庁舎建設（R5.11月～ R7.11月）

解体工事①
（3月～ 10月）

解体工事②
外構整備

（11月～ R8.12月）

供用開始

全
体
完
成 

12
月

工事スケジュール
工期は令和８年12月まで

▶１期庁舎は令和５年１月から、２
期庁舎は令和７年11月から供用を
開始し、新庁舎全体が完成するの
は、令和８年12月の予定です。

　工事の本格化に伴い、大型車両が市
役所周辺を多数通行しますのでご注意
ください。工事関係車両は、ゼッケン
や看板をつけて走行します。
　工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけします。安全
対策の徹底に努めますので、ご理解、ご協力をいただきます
ようよろしくお願いいたします。

大型車両の
通行が増えます

ご注意

くださ
い

　１週間ごとの作業の予定を、
工事用仮囲いの液晶モニターで
お知らせしています。

工事の詳細はホームページへ

　市ホームページでは、工事の
進
しんちょく

捗状況やスケジュールの詳細
などを随時更新しています。



令和３年度

一般会計予算
予算総額

312億6,200万円
（前年度比 11.1％ 増）

依存財源（
51・6

％）

自
主財源（

48・4％）
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。

▷自主財源の中心である市税は、個人市民
税が 3 億 3,908 万円の減収、市税全体で
8 億 2,717 万円の減収が見込まれます。

▷依存財源は、地方交付税が 9,000 万円増、
実質の地方交付税である臨時財政対策債は
4 億 5,000 万円の増加を見込んでいます。

　補助対象事業の増加により国庫支出金で
2 億 6,351 万円、府支出金で 3,963 万
円の増収を見込むほか、普通建設事業債
20 億 8,450 万円の増加を見込むなど、

依存財源全体では 29 億 8,213 万円増
（対前年度比 22.6％増）を見込んで

います。

歳入（市の収入）

分担金及び負担金
 約2.5億円　 1.4％➡

   歳  入
312億

6,200万円

府支出金
　約23.1億円

　　　1.7％扌

その他
約5.6億円  25.9％扌

その他
約15.0億円
 15.3％扌

繰入金
 約15.3億円

    100.2％扌

国庫支出金
50億5,512万円

 　5.5％扌

市　債
45億3,610万円

　　126.6％扌

＊グラフや表の金額は、単位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。
＊グラフ中の％扌➡は前年度当初予算に対する増減率を、（ 〇〇％）は総額に占める割合を表しています。

地方消費税交付金
16億円　3.6％➡

地方交付税
21.2億円
               4.4％扌

市税（＊）

118億 468万円

　　 対前年度　6.5％➡ （＊）市税の内訳　
区　分 予算額 対前年度

市
民
税

個人 48億2,496万円 ▲6.6%

法人 5億3,059万円 ▲41.8%

計 53億5,555万円 ▲11.8%

固定資産税 50億3,891万円 ▲1.7%

軽自動車税 1億970万円 3.4%

市たばこ税 3億3,460万円 ▲2.8%

都市計画税 9億6,591万円 ▲ 1.6%

合　計 118億468万円 ▲6.5%

　▲はマイナス
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　今年度の一般会計の予算総額は、312億6,200万円で、前年度と比べて31億
1,500万円（11.1％）の増加となりました。コロナ禍での市民生活を支えるため
に必要な新型コロナ対策関連、災害への備えの拡充や防災拠点である新庁舎等
建設事業、10年後の地域医療を見据えた公的病院（済生会京都府病院）の移転支
援、共生型福祉施設構想の推進など、「安全・安心の確保と創出」「暮らしの基
盤の下支え」をはじめとした、重点施策へ優先的に予算を配分しています。
問財政課 財政係　☎ 955-9541　FAX 951-5410

   歳  出
312億

6,200万円

▷新庁舎等建設工事の本格化に伴い、総務費が増加しました。
　また、公的病院の支援などのため、衛生費が増加しています。

■ 歳出 ( 目的別 )

行政目的ごとの使い方を見る「目的別」と、経済的な
性質に分け、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。

歳出（市の支出）

　　　　公債費
 27億7,574万円

　　　　 5.8％扌

衛生費
33億1,634万円

　　27.2％扌

教育費
26億7,474万円

　　　　　　　4.1％扌

　 土木費
　 23億

　　 1,125万円

　　　　　　　6.4％扌

消防費
9億8,885万円

 0.2％扌
民生費
131億 5,951万円

　 対前年度　1.9％扌

総務費
52億3,868万円

　49.4％扌

※その他
約８.0億円 3.2％扌

区　分 予算額 対前年度
義
務
的
経
費

人件費 52 億 4,160 万円 ▲2.1%

扶助費 82 億 6,155 万円 1.3%

公債費 27 億 7,574 万円 5.8%

投
資
的
経
費

普通建設
事業費 38 億 8,598 万円 216.6%

消
費
的
経
費

物件費 36 億 2,890 万円 0.5%

維持補修費 1 億 2,098 万円 ▲6.2%

補助費等 38 億 8,206 万円 4.4%

そ
の
他
経
費

積立金 5 億 5,360 万円 16.9％

貸付金 8,648 万円 ▲18.8％

繰出金 26 億 3,956 万円 1.7％

その他 1 億 8,555 万円 24.8％
　▲はマイナス

※
そ
の
他 

　
　
内
訳

議会費 3億1,264万円　 0.4％扌

予備費　 5,000万円　56.3％扌

労働費 　 4,477万円　33.8％➡

農林水産業費　1億5,780万円　20.0％扌

商工費　2億3,167万円　 1.0％扌

■ 歳出 ( 性質別 )
▷中学校給食導入のための工事などに

かかる地方債の償還が本格化したた
め、公債費が増加しています。

▷新庁舎等建設工事費は投資的経費に
分類されます。
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　昨年の新型コロナウイルス感染拡大以降、緊急事態宣言の
発出に伴う臨時休校や休業要請など、一連の事態は市民生活
や地域経済に大きな影響を与えました。今後についても予断
を許されない段階であり、引き続き、市民の皆さまが安心し
て普段の生活を営んでいただくために、生活に一番近い基礎
自治体として、迅速かつ柔軟な対応で臨んでまいります。
　また今年は、第４次総合計画第２期基本計画の初年度にな
ります。議会や市民の皆さまと一緒に練り上げた各分野・施
策の着実な進展を図り、まちの新陳代謝を進めてまいります。
現下の厳しい財政状況の下、安定した市民サービスを確保す
るために、市の経営資源を最大限に活用しつつ、皆さまとの

「対話」を重視し、誠実に、果敢に行政運営に取り組む覚悟です。

まず、皆さまの安全と安心の確保を
その上で、未来のために必要な取り組みを着実に

令和3年度予算の策定にあたって

長岡京市長

新型コロナウイルス感染症
関連予算の考え方

　年間を通じ、計画的・安定的に運用する当初予算
として、公共施設の衛生対策費用や、商工業への支援、
市民の生活支援に要する費用を計上しています。
　ワクチン接種体制の整備や時短要請協力金など、
感染状況に応じ柔軟かつ迅速に対応する必要がある
事項ついては、議会と連携しながら、補正予算によ
り対応できるようにすることで、機動的な財政運営
を図ります。

  STOP！
CORONA

　なによりも

ーコロナ対策が最優先ー

市ホームページで

第 ４ 次 総 合 計 画 第 ２ 期 基 本 計 画 や

令 和 ３ 年 度 予 算 の 詳 細 は
総 合 計 画 　 　 　予 算
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主な新規・拡充事業
P I C K  U P !

令 和 ３ 年 度

第4次総合計画第2期基本計画分野別

  昨年度の補正予算と一体として行う事業補

  内容を拡充する事業充  新たに実施する事業新
  継続して実施する事業継

　皆さまのニーズやご意見を踏まえ、今年度
の事業計画（予算）を編成しました。今年度、
新たに取り組む事業や拡充する事業を分野別
にご紹介します。

出産・保育・就学前教育
・子ども見守り宅食支援事業補助金の創設
・保育士宿舎借上げ支援事業費補助金の創設
・私立幼稚園健康診断補助金の創設
・公立保育所での幼児向け主食食器の提供開始（R3. 秋）

学校教育
・学校ICT環境整備・活用推進事業（タブレット端末本格運用）
・教育相談事業（土曜日午前中の専門相談員の配置拡大）

　　神足小北西・北東棟防水外壁等改修工事、長六小トイレ等改修工事
長九小給食室・放課後児童クラブ等整備工事基本・実施設計
　 長中体育館外壁防水等改修工事、長中南西棟屋上防水改修工事
長三中・長四中貯水槽改修工事実施設計

・小学校施設再整備事業（長四小再整備工事基本・実施設計）
・小中学校空調設備更新等検討業務委託

地域子育て支援
・北開田児童館空調設備改修工事実施設計

健康長寿・高齢者の見守り・地域福祉
・公的病院の移転支援
・特定健診受診勧奨業務委託
・福祉的就労通所交通費の助成
・障がい者のタクシー利用助成（助成額を引き上げ） 　
・共生型福祉施設整備事業 
・家計改善支援事業

地域活動・市民活動・人権
・多世代交流ふれあいセンター給排水設備改修実施設計
・性の多様性理解促進事業（パートナーシップ制度の実施）
・山城人権フェスタの実施

生涯学習・文化・スポーツ
・西山公園体育館受変電設備改修工事
・文化財保存活用地域計画の策定
・勝龍寺城築城450年を記念した講演会の実施　
・東京オリンピック・パラリンピック関連事業
 

市街地・道路・交通
・中心市街地の都市計画変更　
・新庁舎等建設事業（第1期庁舎建設）
・ＪＲ長岡京駅東口駅前広場整備工事

・阪急長岡天神駅周辺整備（東口駅前暫定広場整備設計等）
・第2次長岡京市立地適正化計画の策定
・　　長岡京駅前線整備事業
・自転車ネットワーク路線整備工事
・道路照明灯ＬＥＤ化工事
・　　橋りょう長寿命化計画の策定
・ 市道第3287号線（光明寺周辺）歩道整備工事

産業
・農業者の担い手経営サポート事業の実施
・水稲病害虫防除対策事業奨励金の創設
・長岡京市商工会への支援（業務改善・販路開拓補助など）
・新・観光戦略プランの推進（勝龍寺城築城450年事業など）
・観光誘客事業（まち歩き地図アプリの運用開始など） 
・中小企業振興条例制定検討会の設置
・長岡京市観光協会の支援（ホームページのスマホ対応支援等）

防災・浸水対策・安全
・避難行動タイムラインの作成
・避難情報ガイドの全戸配布
・神足ポンプ場貯留施設詳細設計（公共下水道事業会計）
・避難所運営資機材の整備（整備品目の拡充）
・防災重点農業用ため池の安全管理事業

脱炭素・資源循環・環境共生
・地球温暖化対策（COOL CHOICE）推進事業（補助金の拡充）
・指定ごみ袋制度の導入推進
・里山林再生・竹林整備・危険木伐倒処理・西山作業道修繕

都市環境
・西国街道再整備に向けた設計
・長岡公園トイレ改修工事
・西山公園（第3期）整備推進（実施設計等）
・西代里山公園ボルダリング遊具等整備工事

水資源
・下水道ストックマネジメント計画詳細設計等
   （公共下水道事業会計）

魅力発信・都市経営
・副業人材の活用
・市民との協働による自治振興条例の制定検討
・税務共同化事業（国民健康保険業務の一部を移管）
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　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
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。

収益的収入 21億9,471万円

収益的支出 22億980万円

■収益的収支（税込み）

　自然災害に負けない強
きょうじん

靭な水道施設とするため、
計画的に施設を更新・耐震化します。令和３年度
から２年間の継続事業として、東第２浄水場の耐
震補強工事などを実施します。

資本的収入 7億2,976万円

資本的支出 12億731万円

■資本的収支（税込み）水道事業会計

収益的収入 32億563万円

収益的支出 29億4,902万円

■収益的収支（税込み）
資本的収入 7億9,339万円

資本的支出 17億1,316万円

■資本的収支（税込み）　汚水事業では、「ストックマネジメント実施計画」
に基づき、下水道施設の点検や、修繕をするため
の詳細設計などを行います。雨水事業では、浸水
対策として、いろは呑龍トンネル南幹線接続工事
などを実施します。

問上下水道総務課 水道係
☎955-9538　FAX951-2200

公共下水道事業会計

　予算規模は、前年度比1.7％減となりました。
　歳入は、保険給付費額に基づいて支払われる、
国や府からの支出金の減少を見込んでいます。
　歳出のうち保険給付費については、令和３年
度から３年間の「第８期介護保険事業計画」策
定に伴って給付見込量の見直しを行った結果、
前年度比2.1％減となりました。

介護保険事業

問高齢介護課 介護保険係
　☎ 955-2059　FAX 951-5410

　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。

特別会計
の予算

国民健康保険事業

　予算規模は、前年度比2.9％減となりました。
　歳入では新型コロナウイルスの影響により、保
険料収入を前年度比1.9％減と見込んでいます。
　歳出のうち保険給付費については、１人あたり
の医療費額は増加していますが、被保険者数の減
少により、前年度比1.4％減となりました。　
　依然として、加入者の所得減少などにより、保
険料収入の確保が難しくなる状況が続いていま
す。

問国民健康保険課 国保係
　☎ 955-9511　FAX 951-1929

69億9,860万円

府支出金
49億8,282万円
（71.2％）

国民健康保険料
13億7,463万円
（19.6％）

その他
2,562万円
（0.3％）

保健事業費
9,519万円
（1.4％）

その他
1,477万円
（0.2％）

国保事業費納付金
17億6,881万円（25.3％）

総務費
１億5,702万円
（2.2％）

繰入金
6億2,638万円
（9.0％）

歳　出

歳　入
71億3,927万円

支払基金交付金
18億3,822万円（25.7%）

総務費
1億2,878万円
（1.8%）

その他
1,215万円
（0.2%）保険給付費

66億3,175万円（92.9%）

一般会計繰入金
11億8,783万円（16.6%）

府支出金
10億1,003万円（14.1%）

その他
 100万円（0.2%）

地域支援事業費
３億6,659万円（5.1%）

介護保険料
15億3,094万円

（21.4%）

国庫支出金
15億7,125万円
（22.0%）

公営企業会計
の予算

保険給付費
49億5,196万円 (70.8%)

問上下水道総務課 下水道係
☎955-9714　FAX951-2200

当年度純損失は税抜きで9,117万

円を見込んでいます。

当年度純利益は税抜きで2億4,457

万円を見込んでいます。

歳　入

歳　出
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N
E
W

出前
ミーティング

　皆さんが学びたいことについて、職員が出向
いてお話しする「出前ミーティング」。インタ
ーネットを使って自宅から受講できる「オンラ
イン開催」もできます。身近だけど案外知らな
い“まちの話題”アレコレ。一緒に学びませんか。
問総務課 市民相談担当
　☎ 955-9501　FAX 955-9703

子育て・教育に関すること
乳幼児期から人との豊かな関わりを
ながおかきょう　すくすく子育て
特色ある学校教育
教育に関する心配や悩み

健康・福祉に関すること
市民の健康づくり
生活困窮者自立支援制度
自殺予防ゲートキーパー
障がい者の福祉
障害者総合支援法を知ろう

障がいのある人もない人も
安心して暮らせるまちづくり

広げよう　あいサポート運動

発達支援ファイル
「ながおかきょう“リンク・ブック”」

認知症施策について

環境・水に関すること
環境の都をめざして

環境を守るために、
今、私たちにできること

ごみの現状と課題
ごみの正しい出し方
幼児からの環境教育
みんなで育てるみどりの輪
上下水道料金について
上下水道ビジョンについて
水のおはなし
降った雨はどこへ行くのか？
下水道管の昔～今～これから

行財政に関すること
総合計画
財政の状況
議会の役割
友好交流

産業・まちに関すること
市民参加のまちづくり
魅力と誇りにあふれる景観
都市計画って何？
家族で話せる空き家の話
都市計画街路の整備
阪急長岡天神駅周辺まちづくり
あなたの知らないバスの世界
農業の取り組み
市内の特産物
西山の取り組み
長岡京市のお店や会社を元気に！
観光目線でまちの魅力を再発見

学び・文化に関すること

学ぶ。つながる。学びあう。
～生涯学習のススメ～

長岡京市の文化財
総合型地域スポーツクラブとは
あなたも今日からアーティスト
見やすい会報は、こう作る！

公民館ってどんなところ？
何ができるの？

図書館ってこんなところ！
～親子で楽しむ行事いろいろ～

「長岡京こらさ」でいきいきと

テーマ一覧

暮らし・人権に関すること
消費者トラブルにご用心
災害時にともに助けあう制度

災害に強いまちづくり
（自助・共助・公助）

家庭の防犯
事前登録型本人通知制度
市民の参画と協働って何？
人権尊重のまちづくり
あらゆる人権問題を知ろう
男女共同参画のまちづくり
長岡京市のＤＶ被害者支援
メディアリテラシーを考えよう
性の多様性を知ろう

 一歩進んだ
 “市からのお知らせ”の受け取り方

▶対象＝主に市内在住・在勤・在学者で構成する 10 人程度の団体
▶日時＝利用団体と市で調整。午前 10 時～午後９時で１時間以内
▶場所＝市内公共施設・自治会館など（会場手配や準備は利用団体で）
▶申込＝開催希望日の１か月前までに、所定の申込書を上記まで
＊同一団体につき年３回まで利用できます。
＊政治、宗教、営利目的、本事業以外の催しなどに利用されると認め

られる場合は、お受けできません。
＊一部、オンラインでは開催できないテーマがあります。

新型コロナ 感染防止のために
 検温・マスク着用・手指の消毒や
換気可能な部屋の確保、参加者名
簿の作成などにご協力ください。

でも
OK!

保険・税金に関すること
国民健康保険制度
後期高齢者医療制度
介護保険制度と高齢者福祉サービス
暮らしと税金（固定資産税）
暮らしと税金（市税）
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▶日時＝５月 25 日㈫午後 6 時～６時 30 分（雨天決行）
▶場所＝長岡第六小学校
▶対象＝市内在住の小・中学生と保護者
　（抽選で 25 組。子 1 人に対し保護者 1 人）
▶申込＝ 5 月 14 日㈮必着で、はがきに必要事項を記入し

下記へ。抽選の結果は、当選者にのみ郵送で通知します。
【必要事項】
　・郵便番号、住所
　・子と保護者の名前、生年月日
　・電話番号
【応募先】
　〒 617-8501（住所不要）
　　文化・スポーツ振興課
　　「聖火リレー ミニセレブレーション参加申込」担当宛
＊申込者以外は入場できません。
＊当日は手荷物検査を実施します。危険物や聖火リレー運

営の妨げになるものは会場内に持ち込めません。

　3月 25日に福島県をスタートし、全国各地を巡ってい
る聖火。長岡京市では５月 25日に聖火リレーが実施さ
れます。当日は、特設サイトでライブ中継されますので、
ぜひ自宅で観覧してくださいね。
問文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係
　☎ 955-9735　FAX 955-3150

　ラジオDJ・谷口キヨコさんと中小路市長のトークショーや、聖火ラ
ンナーによるトーチキスなどで聖火の到着をお祝い。会場の様子は市
ホームページでライブ配信します。

　オリンピックにまつわる思い出や選手への
応援など、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピックに関するメッセージを、
市役所玄関ロビーのメッセージツ
リーで募集しています。いただい
たメッセージは、ミニセレブレー
ション会場に掲示するとともに、
トークショーの中で披露します。

５/
25㊋

自宅で見よう
聖火リレー

谷口キヨコさん 中小路市長

小・中学生限定

申込制

ミニセレブレーション聖火の到着を
お祝い

応援メッセージ
募集中

５ / 14  ㊎
まで

■■■■■■■■

■■■■
■■■■ ■■

■■

■■
■■

■■■■■■■■

■■
■■

■■
■■
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交通規制にご協力をお願いします

長
岡
天
神
駅

阪
急
京
都
線

調子八角

八条ヶ池西陣町

長岡京駅前

市役所前

一文橋

友岡西山

スタート
乙訓寺西

（西ノ口交差点） 新
西
国
街
道

市役所
中央公民館

長岡天満宮

長岡第六小学校

５月25日㊋
聖火リレー当日

　聖火リレー当日は、リレーコー
スとその周辺の道路で交通規制が
実施されます。帰宅時間帯と重な
りますが、ご協力をお願いします。

は聖火リレーコース

■ 規制時間 午後４時50分頃～７時30分頃

規制地点 規制内容

A～E

段階規制
＊原則、歩行者も東西への横

断はできません。
①A～B
　午後４時50分～６時20分頃
②B～C
　午後５時50分～６時40分頃
③C～E
　午後６時～７時30分頃

C～F
C～I
D～J

一部交通規制あり

F 東向き途中規制あり
一般・大型車両迂回

G H 西向き途中規制あり
一般・大型車両迂回

I J 一般車両迂回

ゴール
長岡天満宮南
（花山３丁目）

←長岡京
IC

今里大通り

アゼリア通り

天神通り

乙訓寺

文
化
セ
ン
タ
ー
通
り

聖火リレーの
様子はこちら

A

B

C

D

E

F G

H

I

J

ＮＨＫの
ライブストリーミングページへ

観覧は
スマホで！

パソコンで
！

ミニセレブレーションの
様子はこちら

市ホームページへ

光明寺道

交通規制の時間中、
路線バスは運休になります。

長岡京ライフ 2021.5　-　15
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中央公民館で

芸能・美術 に ふれよう♪
　中央公民館で活動するサークルによる、
年に一度のお祭り、「公サ連まつり」。個性
豊かな作品が勢ぞろいする美術工芸展や、
迫力満点の芸能発表会を楽しもう♪

美 術 工 芸 展

芸 能 発 表 会

●１階　休憩スペース（15日㈯のみコーヒー販売）
●２階　お茶席300円（全日）
　　　　午前11時～午後3時（売り切れ次第終了）
●３階ホワイエ　障がい者施設で作った製品の販売
　（9日㈰午前10時から）

５月９日㈰

５月15日㈯・16日㈰

問中央公民館
　☎ 951-1278　FAX 955-4774

▷いずれも午前10時～午後4時

“お城マスター”千田嘉博先生が
天主の謎に迫る！

問商工観光課 観光戦略・地域経済推進担当　☎ 955-9515　FAX 951-5410

▶定員＝抽選で180人
▶申込＝官製往復はがきに必要事項を記入し、5月30日㈰必着で下記へ。
　〔往信用裏面〕①郵便番号 ②住所 ③名前・同伴者（1人まで） ④電話番号
　〔返信用表面〕①郵便番号 ②住所 ③名前
　〔返信用裏面〕何も書かないでください

【宛先】〒617-8501 開田1-1-1　長岡京市役所 商工観光課
＊電話での受付はできません。当落の結果は6月６日㈰頃に通知します。

要約筆記・手話通訳・車いす席を希望する場合は〔往信用裏面〕に記載を。
＊新型コロナウイルスの感染状況により、中止・延期する場合があります。

　勝龍寺城は“近世城郭の原点”だった！テレビで人気の城郭考古学者で、
奈良大学教授の千田嘉博氏が勝龍寺城の魅力を「山崎の戦い」の日に語る！

撮
影  

畠
中
和
久

勝龍寺城天主想像図（監修 千田嘉博氏）

動画の視聴は
コチラから

実はスゴい！勝龍寺城
織田信長の安土城よりも
早く「天主」を備えた“近
世城郭の原点”とも言え
る城づくりを千田嘉博氏
が解説。講演会の前に動
画で予習！

Youtube で

10万再生突破
！

6 /
13㊐

勝龍寺城築城450年祭 記念講演会

「近世城郭の原点・勝龍寺城
― 天主の成立を考える ― 」

午前10時～ 11時30分　バンビオメインホールで
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熱中症に気をつけて
夏だけじゃない！

連休中のごみ収集日

4/29
（木・祝）

30
㈮

5/1
㈯

2
㈰

3
（月・祝）

4
（火・祝）

5
（水・祝）

可燃ごみ 通常どおり。当日の午前8時までに、定められたごみステーションへ。
ごみの量や交通事情により収集時間が前後する場合があります。

資源物（分別） なし 通常どおり なし

粗大（有料）ごみ
臨時（一時多量）ごみ なし

通常
どおり

なし

死んだ犬や猫 30日㊎午前8時30分～午後5時15分→通常どおり
それ以外は市役所北棟1階の「時間外受付窓口」へ。1体2,100円。

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

収集日・分別など
ごみのことを簡単に♪

長岡京市
ごみお知らせアプリ

長岡京市　ごみ 検 索

確認して
    ください 

問健康づくり推進課　☎ 955-9705　FAX 955-2054

　「熱中症」は、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこも
った状態。高温多湿な環境に長くいることでなりやすく、屋外だけでなく室内でも発症します。場合によって
は死亡することもあります。寒暖差が大きくなるこの時期から夏に備えて体調を整えていくことが大切です。

■ 熱中症の症状
▼めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこ

むら返り、気分が悪くなる、頭痛、吐き気、嘔
吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う

▼重症になると…返事がおかしい、意識消失、け
いれん、からだが熱い

■ 熱中症予防のポイント　～暑さを避ける～
室内…扇風機やエアコンで温度調節、遮光カーテ

ン・すだれ・打ち水を利用
外出時…日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめ

な休憩、天気のよい日の日中は外出を控える
からだの蓄熱を避ける…通気性がよく、吸湿性・

速乾性のある衣類の着用、保冷剤・氷・冷たい
タオルなどでからだを冷やす

■熱中症の応急手当
①涼しい場所へ
　エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰

などへ避難しましょう
②からだを冷やそう
　衣服をゆるめ、からだを冷やしましょう
③水分補給を
　水分・塩分・経口補水液（水に食塩とブドウ糖

を溶かしたもの）などを補給しましょう

▼迷わずに救急車を！
→自力で水が飲めない、意識がない、
　けいれんがあるなどの場合は、
　すぐに救急車を呼んでください

こまめに
水分補給しようね

問中央公民館
　☎ 951-1278　FAX 955-4774
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参加しよう

● 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）

● 市ホームページ
　 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/

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
▶持ち物・応募要項など、
　詳しくは各問い合わせ先へご確認ください

各記事の詳細は
「今月の広報紙」で公開中！

「もっと知りたい」が
　　きっと見つかる！

あなたの声を届けよう
市民と議会の意見交換会

　市民とともに歩む開かれた議会で
あるために、議員が直接お話します。
皆さんの意見を聞かせてください。
▶日時・場所＝5月16日㈰午後2時
から、バンビオ　▶要約筆記・手話
通訳＝あり
＊記録のため、写真・動画撮影をし、

広報などに活用します。予めご
了承ください。

問議会事務局議事調査係
　☎ 955-9731　FAX 951-4091

林家花丸さんが出演
第28回　花丸ふれあい落語会
▶日時・場所＝5月23日㈰午後2時
30分から（午後2時開場）、神足ふれ
あい町家　▶定員＝先着20人　▶
費用＝1,500円　▶要申込
＊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

４月20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にご協力をお願いします。

市内名店の職人から学ぶ
和菓子づくり体験

　 喜 久 春2代 目、
西山基文さんから
教わりながら、和
菓子を作ります。
▶日時・場所＝①5月15日㈯ ②6月
5日㈯午後1時30分～ 3時、神足ふ
れあい町家　▶定員＝先着10人　▶
費用＝3,000円（お土産付き）　▶申
込＝5月1日㈯から電話か下記ＱＲ
コードから
問らしく長岡京事務局
　☎ 090-7356-2855

講師は市民　楽しく学ぼう
中央公民館の市民企画講座

● 母の日のオーナメント（壁飾り）
を作ろう《企画：宮澤由佳》

▶日時＝5月8日㈯午後1時30分～
3時30分　▶対象＝市内在住・在勤
の人（先着12人）　▶費用＝400円　
▶申込＝5月1日㈯午前11時から
問中央公民館　☎ 951-1278
　FAX 955-5774　✉ kouminkan

本・えほんを読もう！
科学の本って おもしろい

● よもう！　たのしもう！　かがく
の本～カイコの赤ちゃんの観察と
カイコの絵本の読み聞かせ～

▶日時＝5月16日㈰午前11時～正
午　▶対象＝市内在住・在学の小学
生（親子で参加できます。弟・妹も
一緒に。先着10組）
● よもう！　たのしもう！　かがく
のえほん～子育てにも役立つ絵本
講座～

　絵本の読み聞かせではあまり紹介
されない科学絵本ですが、実は子ど
もも大人も楽しめる！　読書ボラン
ティアにもおすすめです。
▶日時＝6月6日㈰午前10時30分～
午後0時30分　▶対象＝市内在住・
在学・在勤の人（先着50人）

【共通事項】▶場所＝図書館　▶申
込＝5月6日㈭午前10時から
問図書館
　☎ 951-4646　FAX 957-0732

おはなし会 むか～しあったとさ
in勝竜寺城公園

　いつも図書館で開催しているおは
なし会。勝龍寺城築城450年を記念
して、出張します！
▶日時・場所＝5月22日㈯午後2時30
分～ 3時、勝竜寺城公園管理棟　▶対
象＝市内在住・在学の小学生（8人程度）
問図書館
　☎ 951-4646　FAX 957-0732

きりしま苑で健康づくり
60歳以上対象イベント

●音楽に合わせて「リズム体操」
▶日時＝5月25日㈫午後1時15分～
1時45分

おめでとうございます
京都府図書館等連絡協議会表彰
◇令和２年度
たんぽぽ文庫　大川久美子 さん

◇令和３年度　
長岡京おはなしの会ささぶえ
代表　亀井恵世 さん

広
告
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電気自動車を買うと補助金の対象になる場合があります。「C
ク ー ル

OOL C
チ ョ イ ス

HOICE

実践補助金」の詳細は右記ＱＲコードへ。 問環境政策室 ☎ 955-9542
今月の
　いちエコ

●ゴムバンドの伸縮で体を動かす
　「健康ストレッチ体操」
▶日時＝5月19日㈬午後2時30分～ 3時
問きりしま苑
　☎ 956-0294　FAX 956-0290

わくわく歴史講座 
長岡京の基礎知識（全３回）

　第1回目は「長岡京遷都のいきさ
つ」。なぜ長岡京に遷都され、10年
で廃都となったのか…謎に迫ります。
▶日時・場所＝6月10日㈭午後1時
30分～ 3時30分、バンビオ　▶定
員＝先着25人　▶申込＝5月10日
㈪午前10時から
問生涯学習団体交流室（バンビオ内）
　☎ 963-5518　FAX 963-5519

「漢字力」をステップアップ
漢字能力検定試験 10 ～２級
▶日時・場所＝6月26日㈯午前10
時から8 ～ 10級、午後1時から2 ～
7級、バンビオ　▶定員＝各回先着
28人　▶検定料＝1,500円～ 3,500
円（級によって異なる）　▶申込＝5
月1日㈯午前10時～ 16日㈰午後5時
に検定料を持って下記へ
問生涯学習団体交流室（バンビオ内）
　☎ 963-5518　FAX 963-5519

エコで快適に過ごすために
グリーンカーテン講習会

▶日時・場所＝5月14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15人　▶
申込＝5月6日㈭から（平日午前9時
～午後5時）
＊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

親子で作ろう！
再エネメロディハウス♪

　ミニソーラーパネルを使い、太陽
の光でメロディを流そう。
▶日時・場所＝6月6日㈰午前10時
～正午、市役所　▶対象＝市内在住
の小学生の親子（先着6組20人程度）　
▶申込＝5月31日㈪まで
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　FAX 951-5410
　 kankyouseisaku

カラダの内側から輝こう
ヨガ講座

▶日時・場所＝5月の毎週㊊（3日を
除く）午後1時40分～ 2時40分、西
山公園体育館　▶対象＝18歳以上

（先着20人）　▶費用＝1回1,000円
（4回券3,000円）
問（公財）長岡京市スポーツ協会
　☎ 953-1161　FAX 953-1163
　spokyo@sports-nagaokakyo.or.jp

 子どもから大人まで
みんなのスポーツデー

　スポーツセンターで、さまざまな
スポーツに挑戦してみよう！
▶日時＝5月3日（月・祝）午前10時～午
後5時　▶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しゃぼん玉遊び 
⑤ペットボトルロケット作り など　
▶費用＝①40分1コート（台）400円 
②20分1台400円 ③60分1面1,000
円 ⑤1人300円　▶申込＝①～③前
日午後4時～ 8時 ④不要 ⑤5月2日
㈰まで　▶用具の無料貸出あり
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　FAX 951-3666
　spokyo@sports-nagaokakyo.or.jp

女性支援講座　輝け !　わたし‼
相手に響く「伝わる声と話し方」
　人前で話すときの心構え、言葉の
構成、選び方などを学びませんか。　
▶日時・場所＝5月28日㈮午後1時
30分～ 3時30分、バンビオ　▶定
員＝女性20人　▶申込＝5月6日㈭
から　▶手話通訳・要約筆記＝5月
14日㈮までに要申込　▶託児＝１
歳～就学前の子（先着6人。5月21日
㈮までに要申込）
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス（バンビオ内）
　☎ 963-5501　FAX 963-5521
　 danjo-c

市政推進にあなたの力を！
審議会などの委員

● スポーツ推進審議会委員
▶対象＝市内在住・在勤・在学の
20歳 以 上（2人。 原 則 男 女 各1人 ）　
▶任期＝7月1日～令和5年6月30日　
▶会議＝年2回程度　▶謝礼＝あり　
▶申込＝5月27日㈭必着で所定の申
込書と小論文を提出
問文化・スポーツ振興課スポーツ振興係
　☎ 955-9735　FAX 955-3150
　 bunka-sports
● 文化財保存活用推進会議委員
▶対象＝市内在住・在勤・在学の18
歳以上（1人）　▶任期＝7月～令和5
年3月　▶会議＝年2回程度　▶謝礼
＝あり　▶申込＝5月21日㈮必着で
所定の申込書にて提出
問文化財保存活用課文化財保存活用担当
　☎ 954-3557　FAX 954-8500
　 bunkazai

応募しよう

広
告
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桂川で見たこと・感じたこと
を報告　河川愛護モニター
▶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　▶内
容＝桂川に行き、月1回以上報告　
▶謝礼＝月4,500円程度　
▶申込＝5月31日㈪まで
にホームページから
問淀川河川事務所管理課
　☎ 072-843-2861　FAX 072-841-3443

路上喫煙等に関する指針等への
意見（パブコメ）

　長岡京市における路上喫煙等の被
害の防止に関する指針と喫煙施設の
取り扱いについて、意見を聞かせて
ください。計画案は、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。意見への個別回答はし
ません。
▶募集期間＝5月31日㈪まで
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　FAX 951-5410
　 kankyouseisaku

京都府地域交響プロジェクト
交付金

▶対象＝住民が主体的に参画し、地
域課題の解決に取り組む非営利団体　
▶対象事業＝介護予防、見守り、子
育てなど地域課題や住民ニーズに基
づいて団体構成員以外の住民も自由
に参画できる事業　▶申込＝6月30
日㈬までに申請書を下記か市自治振
興室（☎ 955-3164）へ
問京都府企画参事付
　（中部担当・府民協働担当）
　☎ 414-4453　FAX 414-4230

確認してください
令和3年度の市・府民税 と
所得・課税証明書

● 普通徴収（納付書・口座振替）や公
的年金からの引き落としで納める人
　今年度の納税通知書は6月9日㈬
に発送予定です。
● 年金からの引き落としとは
　4月1日現在65歳以上の、年金受
給者の年金所得にかかる市・府民税
は、年金から引き落とされます（介
護保険料が年金から引き落とされて
いない人などを除く）。
● 所得・課税証明書の発行
　6月1日㈫から発行します（コンビ
ニ交付は6月中旬からの予定）。
▶申請＝窓口に来る人の本人確認が
できるもの（運転免許証など）と手数
料（1通300円）を持って市民課へ
＊本人・市内で同一世帯の人以外が

申請に来る場合は委任状が必要。 
問税務課市民税係
　☎955-9507　FAX 951-5410

少しだけ遅くまでお待ちして
います　夜間納付相談受付

　月末の2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28日㈮・31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

5月6日・20日㊍は午後7時まで延長します。税関係の証明書の発行など、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事前予約を。　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＝5月6日・20日、6月3日・
17日の㊍　▶申込＝前日正午まで
● 休日：午前9時～正午
▶日にち＝5月2日・9日・23日・
30日、6月6日・13日・27日の㊐
▶申込＝2日前の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　FAX 951-5410

光化学スモッグにご注意！
発生時にはサイレンが鳴ります
　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。
●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 コードから空
メールを送信）
＊注意報の発令期間は5月1日㈯～

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

5月は児童扶養手当の支給月
振り込み日は5月10日㊊です
3 月～ 4 月分の児童扶養手当を

振り込みます。全部停止や令和 2
年度の現況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　FAX 952-0001

対象者は申請を
児童のための３つの手当て

　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
人は手続き不要です。
● 児童手当
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▶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　
▶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
● 特別児童扶養手当（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▷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（分庁舎3）
　☎ 955-9558　FAX 952-0001
　児童手当専用ダイヤル　☎ 955-3155

インターネット回答が便利
経済センサス活動調査

　6月1日㈫を調査期日として、経済
センサス活動調査が実施されます。
▶調査期間＝5月中旬～ 6月中旬
▶調査対象＝すべての事業所　▶調
査内容＝事業の内容や従業者数、年
間総売上金額など　▶調査方法＝調
査員が事業所に調査票を配布し、イ
ンターネット回答か記入済みの調査
票を回収する方法で行います。支社
などがある事業所は、本社一括調査
として、5月までに調査書類を国か
ら郵送します。
＊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

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

（☎ 0774-46-9873）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

総務省ＨＰ

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

限までに納付してください。 問京都西府税事務所　☎ 326-3312　FAX 326-3310
自動車税の納期限は
５月31日㊊

530（ごみゼロ）運動で
まちをきれいに

問環境業務課ごみ減量推進担当（分庁舎1）
　☎ 955-9548　FAX 955-9955

道に落ちている空き缶や紙くずな
どを拾い、まちをきれいにしよう！

● 530（ごみゼロ）運動とは？
　ごみを拾うことで、ごみを捨
てない心を育て、散乱するごみ
の現状を自分たちの問題として
考える運動です。
＊運動の実施時期・中止の判断

は適宜お願いします。

　

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

地域の身近な相談相手
「民生児童委員」

●誰にも相談できず困って
いることはありませんか？

　民生児童委員は、地域の福祉
のために活動する住民のボラン
ティア。子育ての悩みを抱える
人や、高齢者などが、必要な支
援を受けられるよう行政や専門
機関とつないだり、地域住民同
士をつなぐための活動をしてい
ます。民生児童委員には守秘義
務があり、秘密は必ず守られま
す。困り事や悩み事は安心して
気軽に相談してください。

５月12日㊌ は

民生委員・児
童委員の日
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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5月31日㈪です。令和3年度納税通知書

は5月7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。 問税務課　☎ 955-9509

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＝5月29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㎝）、ハンコ、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＝5月11日・18日・
25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
　kyoto-poly03@jeed.go.jp

生活や療養のために必要な
くらしの資金貸付相談

▶日時・場所＝5月7日㈮～ 12日㈬
午前9時～午後5時、総合生活支援
センター　▶対象＝市内に3か月以
上住んでいて、資金の貸付で自立生
活が可能と認められる世帯（生活保
護世帯、くらしの資金の未償還金が
ある世帯は除く）　▶貸付額＝1世帯
10万円以内　▶貸付日＝5月26日
㈬・27日㈭　▶要申込（家計の聞き
取りや返済見込みなどの審査あり）
問総合生活支援センター（バンビオ）
　☎ 963-5137　FAX 963-5509

都市計画道路の見直しに伴う
都市計画変更原案の説明会

▶日時・場所＝5月21日㈮午後7時
から・22日㈯午前10時から、市役
所　▶定員＝30人　▶要申込
問まちづくり政策室街路整備担当
　☎ 955-9525　FAX 951-5410

行政相談委員への感謝状・就任

感謝状贈呈

　行政相談委員として平成21年
4月～令和3年3月の長きにわた
り尽力された功績が認められ、
総務大臣から感謝状が贈呈され
ました。

岩岸 秀幸さん
就任4期目

　総務大臣からの委嘱により、
野田千賀子さん（今里5丁目）が
再任され、岸貞義さん（勝竜寺）
が新しく就任されました。任期
は4月1日から2年間です。

就任１期目
野田 千賀子さん
岸 貞義さん

子育て世帯生活支援特別給付金
【ひとり親世帯分】

▶対象＝ひとり親世帯のうち、次の
いずれかに該当する人。 ①令和３
年４月分の児童扶養手当の支給を受
けている人 ②公的年金給付などを
受給していて児童扶養手当の支給を
受けていない人（所得制限あり） ③
新型コロナウイルスの影響で家計が
急変し、直近の収入が児童扶養手当
の対象となる水準に下がった人　▶
給付額＝対象児童１人当たり5万円　
▶申込＝①は申請不要。②③は下記
へ申請が必要
＊ふたり親世帯分については詳細が

決まり次第、広報紙や市ホーム
ページでお知らせします。

問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　FAX 952-0001

フードバンク長岡京
食品のご寄付をお願いします

　フードバンク長岡京が、受け付けた食
品を必要としている団体へ提供します。
▶日時・場所＝5月12日㈬午前9時

～午後5時、市役所玄関ロビー　▶
対象＝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
問環境業務課ごみ減量推進担当（分庁舎1）
　☎ 955-9548　FAX 955-9955

５月は「赤十字運動月間」
日赤募金にご協力を

　日本赤十字社は、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。自治会に
よる募金活動や市内公共施設などに
設置している募金箱を通じて、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（分庁舎3）
　☎ 955-9516　FAX 951-7739
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訓練です

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

●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

国民健康保険課（北棟１階）で
　国保の加入や脱退手続きなど、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。

国民健康保険 夜間の窓口　5月6日㊍・20日㊍ 午後7時まで

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

　国保の加入・脱退手続きは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。

２日 向日回生病院  ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

23日 さいのうち医院  ☎955-6850
　　 （神足1-10-6）

３日 新河端病院  ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

30日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　 （今里南平尾8）

４日 千春会病院  ☎954-2175
　　 （開田2-14-26）

５日 済生会京都府病院  ☎955-0111
　　 （今里南平尾8）

９日 新河端病院  ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

16日 上原医院  ☎922-5007
　　 （向日市物集女町池ノ裏1-6）

文
長七小

Ｎ

国道171号へ

向
日
市
へ小

畑
川

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）

㊐㊗㊡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

＊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

夜間も安心『小児救急電話相談』
☎♯8000

▶相談時間＝午後７時～翌朝８時
　（土曜日は午後３時～翌朝８時）

救急車を呼ぶかどうかに迷ったら
『救急安心センターきょうと』へ

☎ ♯7119　24時間受付

　避難指示などのお知らせのため、サイレンを鳴らします。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

5月19日㊌午後４時　防災用サイレンが鳴ります

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、
金ケ原自治会館にサイレンのスピ
ーカーが設置されています。×３回

（→訓練終了）

１分

１分

５秒休

▼実際の災害時（避難指示など）のサイレン

▼訓練時のサイレン サイレンの設置場所

今回は、いざというときのための訓練なので、
何も行動はしなくて大丈夫ですが、「こんな音
が鳴るんだ」と確認しておいてください。

実際の災害時も同じサイレンなの？

サイレンが鳴ったら、私たちは、どうすればいいの？

訓練では、１回だけサイ
レンを鳴らします。
実際の災害時などには、
３回鳴らします。
覚えておいてくださいね。

５月19日㊌午前11時
Jアラート情報伝達訓練を実施

防災情報お知らせメール（登録制）が送信されます。登録は右記 QR コー
ドから空メールの送信を。 問防災・安全推進室　☎ 955-9661



市民無料相談　
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。翌月分
も同じ。6日㈭分は、4月30日㈮の同時刻から。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】
12日㈬・19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）
18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）
26日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
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】
12日㈬・19日㈬ 午前9時30分〜午後0時30分
26日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
女性の法律相談【申込制】
26日㈬ 午前10時〜正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
28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

同相談専用
☎ 963-5533

ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
17日㈪ 午後2時〜 4時、市役所分庁舎3

福祉なんでも
相談室
（分庁舎３）
☎ 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（肢体・聴覚）
18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】13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】24日㈪ 午後1時・2時・
3時、20歳以上の市民、市役所か保健センター

特設人権相談 10日㈪午前10時〜正午、18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） ※電話相談
18日㈫ 午後1時30分〜 3時
＊受付時間内に、右記へ電話を。予約可。

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（バンビオ2階）

総合生活支援
センター
☎ 963-5137

弁護士による無料相談 ※電話相談のみ【各セ
ンターへ申込制、1人30分】8日㈯南包括、11
日㈫・25日㈫きりしま苑、15日㈯西包括、22
日㈯東包括、29日㈯北包括、午前10時〜正午

東地域包括
支援センター
☎ 963-5508

●竹寿苑　☎ＦＡＸ 954-6830　催しはありません。

●きりしま苑　☎ 956-0294　ＦＡＸ 956-0290
　市民カラオケ　▷14日㈮・28日㈮午後1時30分

から（入場制限あり）
　映画鑑賞会　▷21日㈮午前10時から「社長洋行

記」、午後1時30分から「墨東綺譚」
　しょうぶ湯　▷10日㈪〜14日㈮午前9時30分〜

午後3時　▷利用証と入浴用品を持参
　空き部屋利用申請（7月分まで）▷6日㈭から

●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　▷19日㈬午後1時30分から　

▷体操とウェルネスダーツ　

60歳以上のための  憩  い

ほっこりんぐ

＊各事業所での受注販売「おまかせ！!！　ほっ
こりんぐ」も受付中。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

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♪

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

      7日㈮ 午前
11時30分 こっぺぱん、菓子パン カメリア

10日㈪ 午前11時 クッキー、ケーキ、フェ
ルト・ビーズ製品 など あらぐさ

14日㈮ 午前
11時30分

お弁当、スイーツ
コーヒー

暮らしランプ・
なかの邸

20日㈭ 午後
0時30分

べんがら染め製品、手
作り縫製品、小物雑貨 乙訓若竹苑

21日㈮ 午前
11時30分

プリン、季節のスイーツ、
手作り小物 など やまびこ

28日㈮ 午前
11時30分 パン、クッキー、ラスク 乙訓ひまわり園
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　本を読むことの楽しさに気付かせてくれる本、新たな本と
の出会いをお手伝いする本たちです！◆ Book Guide テーマ：本との出会い

休業・休館
市役所、保健センター

㊏㊐㊗
きりしま苑、竹寿苑
図書館 ㊊と１・25
北開田会館 ㊏午後、㊐㊗
北開田児童館“キッズナ” ㊐㊗
西山公園体育館 ㊋
スポーツセンター なし
中山修一記念館 ㊋（４を除く）

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi. なし

中央公民館 ㊊と４

長岡京こらさ ３

シルバー活動交流フロア ㊏㊐㊗

あったかふれあいセンター ㊐㊗

神足ふれあい町家 なし

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
中央生涯学習センター

なし

生涯学習団体交流室 ㊗

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 なし

「えほんのひろば」は28ページを見てね！

（西山天王山駅前）

■ 司書のお仕事
　大橋崇行／著　小曽川真貴／監修　

勉誠出版／刊

■ 読まされ図書室
  小林聡美／著　宝島社／刊

■ きみが、この本、読んだなら とまどう放課後編
森川成美　他／著　さえら書房／刊

■ としょかんのよる
 ローレンツ・パウリ／著　カトリーン・シェーラー／画

ほるぷ出版／刊

図書委員アイデアブック
吉岡裕子、村上恭子／監修　あかね書房／刊

20歳の読書論 図書館長からのメッセージ
  和田渡／著　晃洋書房／刊

　スマホで何でもできる現代。だ
からこそ、深く考え、自分を表現
する力を読書で身に付けよう！
　20歳の今読みたい、視野を広
げてくれる本が紹介されています。
未来の自分のため、読書で自分磨
きをしてみませんか。

 この本もおすすめ！

　学校の図書室にはどんなお仕
事があるのかな？　図書室での
様々なイベントを取り入れた本の
紹介方法や、もっと本を読みたく
なる楽しい工夫がたくさん紹介さ
れています。この本を読んだら図
書委員をやってみたくなるかも！

シルバー人材センター入会説明会
14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㈪・28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

学校グラウンド夜間照明　6月分の抽選日
24日㈪午前9時から、市役所東棟会議室7

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

☎ 951-4646　ＦＡＸ 957-0732

に

行こっ♪
図書館

図書館Web

■ 子どもの本を読む会 ■
大人対象の、児童書の読書
会。▷20日㈭午前10時〜
正午、3階大会議室

■ むか～し あったとさ ■
小学生対象のお話し会。▷8日
㈯午後2時30分〜 3時、2階お
はなしコーナー、10人程度

定期開催
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に訪問

健康づくり推進課
☎ 955-9705

普通救命講習 (WEB講習)
＊詳細は「乙訓消防ホームページ」で

長岡京消防署
☎ 957-0119

ふ
れ
あ
い
朝
市
・
夕
市

毎週㊊ ▷午前8時30分〜 9時、中央
公民館市民ひろば

毎週㊍ ▷午前8時30分〜 9時、勝竜
寺城公園駐車場

毎週㊏ ▷午後4時〜 6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

新型コロナウイルス感染症の影響で、催しや相談などが
中止・変更される場合があります。
最新情報は、市ホームページや各問い合わせ先へご確認
ください。
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読者のお便りや
サークルからのお知らせ

あなたの

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

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）

慌てないで！
水漏れ修理で思わぬ高額請求

消費者トラブルQ & A

? 　突然、台所の水栓から大量に水が漏れだしたので、
慌ててネット検索し、安い料金を表示している業者
に電話した。訪れた業者から広告の倍以上の金額を
提示されたが、仕方なく修理を依頼した。作業中に、

「配管が傷んでいるので、取り換えないと大変だ」などと言われ、結局
数十万円を支払ってしまった。

　急を要する場合、慌てて業者を呼んでしまいがちですが、複数社か
ら見積もりを取って、作業内容や料金を十分検討することが大切です。
急がされてもすぐ契約せず、納得できない場合はきっぱり断りましょ
う。万が一に備えて、安心して依頼できる業者の情報を日頃から集め
ておくことも大切です。また、自宅の止水栓の位置と閉め方を確認し
ておくとよいでしょう。
　屋内の蛇口・水洗便所などの器具や配管から漏水してい
る場合は、市指定の工事業者へお問い合わせください。市
の上水道漏水対応についての詳細は右記QRコードから。

◆ほてい市▷①5月2日㈰ ②6月6日㈰
10時～ 16時、勝龍寺▷境内で小さな
マルシェを開催、世界一貧しい大統領
ホセ・ムヒカの映画上映も（予約優先
30人・ 自 由 料 金 制 に よ り 上 映 ）問
neoseed KAMICO（☎ 951-6906）

◆小学生バレーボール教室（初心・初
級 全6回）▷5月7日㈮16時20分～ 17
時45分、西山公園体育館▷小学生▷1
回600円 問長岡京市バレーボール協
会 中村（☎ 090-2193-0564）

◆親子で英語ミュージック▷5月11日
㈫10時半～正午、バンビオ▷未就学
児と保護者（先着10組）▷ふれあい遊
びやリズム遊びを楽しむ▷要申込▷
HP あり 問おやこのいっぽの会 塩見

（fabmusic2014@gmail.com）

◆小学生＆一般ソフトバレーボール教
室（初心・初級 全6回）▷5月14日㈮
16時20分～ 17時45分、西山公園体
育館▷小学生1回600円、中学生以上
1回200円 問長岡京市バレーボール協
会 中村（☎ 090-2193-0564）

◆第6回 市民グラウンド・ゴルフ大会
▷5月20日㈭8時45分～正午、スポー
ツセンター▷市内在住の人▷500円▷
5月10日㈪までに要申込 問長岡京市
グラウンド・ゴルフ協会 山本（☎ 090-
3629-6045）

催しの案内

◆講演会▷①5月22日㈯ ②6月19日
㈯13時半～ 16時半、中央公民館▷①

「感染症の歴史」元京大医学部講師 尾
崎元昭氏 ②「新株式投資法」専業投
資家 石田禎氏▷ HP あり 問時事問題
研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆かくれているのはだぁれ？▷5月23
日㈰9時～正午、桂坂野鳥遊園▷年中
～ 小2、 女 の 子 も 大 歓 迎 ▷ バ ー ド
ウォッチングとハイキング▷要申込▷
HP あり 問ボーイスカウト長岡第4団
納谷（bvs.kaede.troop@gmail.com）

◆滋賀県安土繖山（きぬがさやま）登山
▷5月23日㈰9時、JR 能登川駅改札口
集合▷ハイキング体験教室▷500円▷
5月16日㈰までに要申込▷ HP あり 問
乙訓山の会 西村（☎ 090-6674-5196）

◆上の子を可愛がれない親のためのヒー
リングお話し会▷5月26日㈬10時～ 11
時半、神足太田1-7▷精神保健福祉士同
席▷1,000円▷3組 ( 匿名参加可 )、子連
れ要相談▷ HP あり 問子育て支援ぼち
ぼちステーション上

うえかねくり

兼栗（☎ 957-3033）

◆クラシック de ベビー＆チャイルド
マッサージ▷5月28日㈮10時40分～正
午、長岡京こらさ▷0歳から▷クラシッ
ク音楽とオイルマッサージ、簡単リト
ミックなど▷500円▷ HP あり 問ムジ
クリ企画 小西（☎ 080-1418-5044）

◆第40回 西山さつき会さつき花季展
▷5月29日㈯・30日㈰9時～ 16時、産
業文化会館▷さつき盆栽の展示▷手入
れなどの相談も。現品持ち込み可 問西
山さつき会 永井（☎ 090-8380-4042）
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● 先月号の答え…悠久

P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 正解者３人に、抽選で 500円分の図

書カードが当たります。

■クイズ ：“ 近世城郭の原点 ” と言われる勝龍寺城。安土城よりも早
く「〇〇」を備えた城であったことが明らかになっています。

 （ヒントは16ページ）

■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5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）を書いて下記へ。
発送をもって当選発表に代えます。

【宛先】〒617-8501（住所記載不要）
長岡京市 広報発信課 5月号プレゼントクイズ係
　☎ 955-9660　ＦＡＸ 955-9703
 　 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

QRなら
応募が
簡単♪

◆トランポリンフェスティバル▷6月
6日㈰①9時40分～ 11時45分 ②12時
25分～ 14時半、西山公園体育館▷3
歳以上の市民（各30人）▷500円▷要
申込▷ FB あり 問長岡京市トランポ
リン協会 菅谷（☎ 090-3709-5705）

◆第29回 乙訓交歓グラウンド・ゴル
フ大会▷6月12日㈯8時半～ 12時半、
洛西浄化センター▷乙訓在住の人▷
500円▷5月15日㈯までに要申込 問
長岡京市グラウンド・ゴルフ協会 山
本（☎ 090-3629-6045）

◆和やかなひととき 抹茶～知っと講
座～▷㊊㊋㊍㊎㊏、曜日固定で月2回

（隔週）①13時～ 14時 ②14時～ 15
時、サロン天神▷2回3,000円▷要申
込 問ふれあいサロンさつき会 長谷川

（☎ 090-1905-0925）

◆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）

◆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▷体験随時受付中 問余語

（☎ 953-1161）

◆京都西山コールアカデミー▷毎週㊌
19時～ 21時、バンビオか中央公民館
▷混声合唱▷入会1,000円、月3,500
円▷ HP あり▷初めての方もお気軽に
お越しください 問福田（☎ 954-8207）

◆ママさんバレー 長岡第九クラブ▷
毎週㊌19時半～ 21時 ㊏19時～ 21
時、長岡第九小学校▷長岡第三中学校
区の人▷月1,000円▷まずは見学から
どうぞ 問渡邉（☎ 090-5371-3204）

募集します

●譲ります
照明器具　など

無料で譲ってほしいもの、譲
りたいものがあれば下記へ。

家庭用品
活用コーナー

＊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。
問環境業務課　☎ 955-9548

●譲ってください
ノートパソコン、掃除機、
高枝切りばさみ、体重計、
枝切りばさみ、たぬきの
置物（大）、料理用はかり
など

家庭から出た
もえるごみの量

3月分
ごみ減量へのご協力、
ありがとうございます！　（前年同月 1,154.48 t）

982.60 t
約172ｔ減！

▶文字数・頻度＝【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　▶申込期限＝掲載希望月の1か月
前　▶申込用紙＝下記や市ホームページから入手できます

あなたのコーナーに掲載しませんか

問広報発信課 広報戦略担当　☎ 955-9660　ＦＡＸ 955-9703
　 　 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp



はぐくみひろば
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

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
/
31

25 26 27 28 29 30

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７組まで。８組目から
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
児童室の開放

　  ９:00 ～ 17:00
 　 就学前の子と保護者

きりしま苑
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
“キッズナ”

＊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。

ふれあい

ふれあい

ふれあい

ふれあい

中央公民館 児童室の開放北開田児童館“キッズナ”

ファミサポ
入会説明会
   10:00 ～
 くわしくは
22 ページへ

☎ 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

きりしま苑 親子遊び部屋開放

図書館 えほんのひろば
10:30 ～、11:15 ～
６か月～２歳の子と
保護者（各回７組）
4 日（火・祝）10:00 から
問図書館　☎ 951-4646

申

きりしま苑 ママのしゃべり場
「ふるさと納税どうしてる？」

10:30 ～ 11:30
３か月～未就学の子と
 保護者（5 組）
６日㈭ 14:00 から申

要申込
先着順

要申込
先着順

▨ 28 日㊎　一眼レフ・
    ミラーレフカメラ 編（６組）

きりしま苑
ママのためのフォト教室

10:00 ～ 12:00
 未就学児の 保護者
11 日㈫ 14:00 から申

要申込· 先着順
▨ 26 日㊌
   スマートフォン 編（10 組）

要申込
先着順

きりしま苑 子育てミニ教室
「スマホで簡単。ワンポイント
  フォトレッスン」

10:30 ～ 11:00
3か月～３歳の子と保護者（10組）

28　-　長岡京ライフ 2021.5



申込はコチラ

申込はコチラ申込はコチラ

ミ
ガ
キ
術

1 歯歳
か
ら
の

は
じ
め
て
の

○ Hello Baby 教室
対象＝市内在住の妊婦、パートナー
日時＝ 5 月 15 日㈯午前 9 時 30 分～ 12 時 30 分
内容＝妊娠中～産後の生活、抱っこ、沐浴の方法など

○離乳食教室
対象＝市内在住の生後５か月～ 1 歳頃の子どもの保護者
日時＝ 5 月 10 日㈪①午後１時 30 分～ ②午後２時 10 分～
内容＝①５～７か月ごろ ②８～ 12 か月ごろの離乳食の話

○ 1 歳からの歯の教室
対象＝市内在住の 1 歳～1歳 3 か月頃の子どもの保護者
日時＝ 5 月 10 日㈪　午前 10 時 ～ 10 時 40 分
内容＝虫歯予防や歯磨きの話

子育てプチ情報

Hello Baby
教室

　妊娠～産後～子育ての大切な時期。気軽に外出できな
い状況に不安を感じていませんか。育児のステップに合
わせた、3 つの「子育て応援教室」を Zoom を使って
オンラインで開催します。質疑応答の時間もあります。
ぜひご参加ください。
問健康づくり推進課
　☎955-9705 FAX 955-2054

5/5( 水・祝 )
まで受付

5/5( 水・祝 )
まで受付

5/7 ㈮
まで受付

Zoom で参加♪ 子育て応援教室

申
込
フ
ォ
ー
ム

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

　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。
　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。

【とうちゃん、かあちゃん】
甘えん坊で寂しがり屋の泰吾くん。
お姉ちゃんと仲良くね！

東
小
路
　
小こ

は
る春

ち
ゃ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
歳
1
か
月
） 今里 開田

【両親から】
いつもニコニコ葉月ちゃん。お父さ
んとお母さんの宝物だよ。明るく元
気に育ってね！

山
本
　
葉は

づ
き月

ち
ゃ
ん （
８
か
月
）

【パパと、ママより】
かわいい笑顔に癒されます。
スクスク育ってね。

天神

菱
田
　
真ま

お央
ち
ゃ
ん （
７
歳
）

　
　
　
泰た

い
ご吾

ち
ゃ
ん 

(３
歳
)

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。

5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
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＊制作時の学年で表記しています。30　-　長岡京ライフ 2021.5

長岡京
スクールぎゃらりー
長岡京
スクールぎゃらりー

市内中学生の作品を紹介するよ。
みんなの工夫したポイントも見てみよう

- 長岡第三中学校 編 -

　「本当の私」　　　 ３年 岡
お か だ

田 佳
か こ

子 さん
　
私はもともと人見知りな性格で、本来
の自分を出すまでに少し時間がかかっ
てしまうのですが、本当はよく笑った
り、泣いたりする性格だというのを表現
したのと、これからは、本当の自分をも
っと表に出していけるように、成長して
いけるようにという意味を込めて、つる
や葉っぱを描きました。

　  「不思議な空間」　　　　　　　  ２年 鷹
た か の

野 姫
ひ な

菜 さん
　同じ鉛筆でも大きさを変えて不思議な感じにしました。
青空と、ドアの向こう側にある夜空の２つの世界を作った
ところもポイントです。アクリルガッシュの色の濃さをい
ろいろ変えて、影を作って立体的に見せることを頑張りま
した。アイスクリームのコーンの部分をスカイツリーにし
て、他のものとすり替えたり、色を鮮やかにしてみました。

　「魔法のラケット」     ２年 安
や す い

井 心
み ゆ

優 さん
  私は、ラケットを強調させたかったので大
きく描きました。また、ラケット中のだるま
や、けん玉、マカロン、ドーナツなど赤やピ
ンク色のものをあわせてラケットの色にし
ました。私は卓球部なので少しでも卓球のた
のしさを知ってもらえたらうれしいです。



どきどきわくわく　小学校で入学式

　市内小学校の入学式が 4月 8日に行われ、743 人
が新１年生となりました。初めは少し緊張した様子だ
った新入生たち。担任の先生から名前を呼ばれると、
「はい！」と元気に返事をしていました。式の後には
初めてランリックを背にして、うれしそうに記念撮影
する姿も。「算数を頑張りたい」「友達をたくさんつく
りたい」と、新しく始まる学校生活に期待を寄せてい
ました。

春の味覚を“ホリ”出す　たけのこ掘り
　井ノ内地区の観
光竹林で4月３日、
たけのこ掘り体験
があり、約 20 人
が参加しました。
まずは市観光協会
職員が、長岡京市
産たけのこのおい
しさの秘密を解説。
「京都式軟化栽培
法」と呼ばれる伝
統農法について学
んだ後、いよいよ
挑戦です。土の中
に隠れているたけのこを探し、乙訓地域特有の「ホリ」
という道具を使って掘り出しました。竹林のあちらこ
ちらから「けっこう力がいるね」「大きいのが取れた！」
と楽しそうな声が。長岡京市の春を満喫する１日とな
りました。

外国人との会話を支援　音声翻訳機を寄贈

　今年設立 35周年を迎えた長岡京市友好交流協会か
ら 3月 25日、多言語音声翻訳機「ポケトーク」8台
が寄贈されました。61言語間で音声やテキストによ
る翻訳ができます。市長は「とても精度が高い。共生
社会の推進に向けて有効に利用させていただく」と話
しました。いただいたポケトークは、外国人児童生徒
がいる小中学校に 5台、市民課と商工観光課に各 1
台配備し、残る 1台を各課の窓口業務で使用します。

空き家の法律相談　弁護士会とタッグで

　３月 23日、市と京都弁護士会は、空き家相談窓口
（空き家行政プラットフォーム）の体制強化について
協定を結びました。これにより、相続トラブルなどの
空き家に関する困りごとを、弁護士にも相談できるよ
うになりました。市長は「まちを維持する上で、空き
家の増加は大きな課題。個別の状況に合わせた対応が
必要となり、法律の専門家の参画は大変心強い。市民
への利用を呼びかけたい」と話しました。

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,073 人 / 世帯数  36,586 世帯

（４月１日現在）
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　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。
▶採用予定日＝令和 4年 4月 1日
▶受付＝ 5月 15日㈯～ 19日㈬ 午前 9時～午後 5時に
　本人が市役所へ書類を持参（郵送や代理人の申込は不可）
▶第１次試験＝ 6月 20日㈰
＊詳細は、市ホームページをご覧ください。

問職員課 人事給与・人材育成担当　☎ 955-9662　FAX 951-5410

募集職種 採用
予定人数 受験資格

① 土木技師 １人
短期大学以上の土木専門課程を卒業または令和４年3月までに卒業見込みの人
・大学（平成３年４月２日から平成12年４月1日生まれ）
・短期大学（平成５年４月２日から平成14年４月１日生まれ）

② 建築技師 １人 昭和61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

③ 保健師 １人
平成３年４月２日以降に生まれた人で、
保健師免許を有する人または採用までに免許取得見込みの人

④ 保育士 １人
平成３年４月２日以降に生まれた人で、
保育士登録を受けている人または採用までに登録見込みの人

あなたの情熱がほしい。
本市 6月試験（専門職）  受付開始

②
ま
ず
は
自
己
紹
介
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
か

四コマ漫画 光 -meter～ another story ～

＊広報紙で連載中♪　過去の掲載はこちら →

藤ふ

じ

た

か孝
さ
ん

り
ょ
ー
ど
ー

文
武
★

市職員のホンネ、
ホームページで
公開中！

採用情報
特設ページ

市ホームページ


