
山西選手 (競歩 )
世界陸上連覇

写真提供：
愛知製鋼株式会社

2022年
　どんな１年だった？

2022年

    長岡京市

市になって

年

    

LOCAL
CONNECT

特別ライブ

長岡京
ガラシャ祭

写真提供：
日本ライフル射撃協会

吉岡選手
(ラピッドファイアピストル )

W 杯優勝

市民大運動会

防災訓練

サマーナイト
カフェ

裏面 未来につながる 今をつたえる

10-17 情報 INDEX ＜今月号には＞ 
　市制50周年の今年は、市内で
たくさんの夢が叶い、新たな希望
も芽生えました。そんな1年を振り
返ります。あなたにとっては、どん
な1年でしたか？8-9

6 給付金 /年末年始のご案内

4-5 まだまだ続く50周年

2-3 2022年 こんなことがありました

秋の叙勲 /文化賞・スポーツ賞

7 市職員の人事・給与のあらまし 23 長岡京NOW （3年ぶり長岡京ガラシャ祭）

20-22 はぐくみひろば /スクールぎゃらりー

18-19 あなたのコーナー

広報長岡京
 2022

12

長岡京
　　ライフ

Nagaokakyo



１月 ・まん延防止等重点措置

２月
・本市出身の松田颯選手（モーグル）が
　北京冬季オリンピックに出場
・3回目ワクチン集団接種開始

３月 ・まん延防止等重点措置の解除

４月

・第三期環境基本計画がスタート
・2050年ゼロカーボンシティを宣言
・乙訓の小中学校初の学校運営協議会設置
・松田颯選手に「特別優秀選手賞」を贈呈
・災害時の電気自動車貸与に関する三者協定を
　京都三菱自動車販売㈱、三菱自動車工業㈱
　と締結

５月
・CO2ゼロで行うごみ収集事業協定を
　ハチドリ電力、市内ごみ収集事業者と締結
・持続可能なまちづくりに向けた包括連携
　協定を㈱村田製作所と締結

６月
・済生会京都府病院（現：京都済生会病院）、
　乙訓休日応急診療所が移転
・はっぴぃバスのルートが3ルートに

７月

・路上喫煙被害防止啓発重点区域の設定
・LINE クーポン祭開催
・本市出身の山西利和選手（競歩）が世界陸上
　連覇、吉岡大選手（ラピッドファイアピス
　トル）がワールドカップ優勝
・4回目ワクチン集団接種開始

8月
・地域課題解決に向けた包括連携協定を
　 日本郵便㈱、あいおいニッセイ同和損害
　保険㈱とそれぞれ締結

9月
・［50周年］NHKのど自慢開催
・［50周年］地元事業者の特別な品がズラリ！ 
　クラウドファンディング開始 

10月

・市制施行50周年記念式典
・［50周年］オリジナルフレーム切手発売
・［50周年］市内10か所にカラーマンホール
　を設置
・中小企業振興基本条例の施行
・LINE クーポン祭 “おかわり” 開催
・長岡公園再整備に関する協定を㈱村田製作所
　と締結
・長二中創立50周年記念式典
・オミクロン株対応ワクチン集団接種開始

11月

・市公式 LINE のお友だち数が7万人を突破
・長岡京ガラシャ祭 3年ぶりに開催
・長法寺小創立150周年記念式典
・長六小創立50周年記念式典
・農業祭＆環境フェア 合同開催

12月
（予定）

・大相撲長岡京場所 初開催
・吉岡大選手に「スポーツ特別顕彰」を贈呈

 長岡京市でこんなことがありました
 2022年
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問 秘書課秘書係
　　☎ 955-9500　℻ 951-5410
　　 hisyo@city.nagaokakyo.lg.jp

▶応募方法＝電話・ファクス・メールまたはQRから
回答は、12月28日㈬から市HPに掲載予定

QR で
簡単に応募♪

「あなたが参加したくなる
　長岡京らしいイベントを教えてください！」

対話ウィーク
市長と語る

応募期間
12/1㊍～12/7㊌

いただいたご意見に　市長がお答えします

問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　℻ 951-4305

　市内産の竹を使った「てまり」の
オブジェが200個以上も！
　やさしい光で照らされた幻想的な
空間をお楽しみください。

バンビオイルミネーション2022

竹てまり～継承と発展の光～竹てまり～継承と発展の光～

昨年の様子

午後5時～8時12
9 金

Stage Everywhere 

京都まるごと芸術祭

文化庁京都移転記念事業

問文化芸術発信強化実行委員会
　（京都府文化政策室）
　☎ 414-5140　℻ 414-4223

▶内容＝アート・クラフト作品の
展示や竹細工体験など

＠バンビオ3階

詳しくは
こちら

～点灯式～
12月9日㈮午後5時45分から
（長岡京市少年少女合唱団の合唱）

12/9㈮　 1/9（月・祝）
午後5時－11時
（一部10時消灯）

同時開催

　10月1日に市制施行50周年を迎えた本市。
50周年記念の催しや、3年ぶりの長岡京ガラシャ祭など、
コロナ禍以前のにぎわいが戻りつつある1年となりました。

問広報発信課
　☎ 955-9660　℻ 955-9703

   「夢叶えたい人、この指とまれ」　　　　　　　　　プロジェクト長岡京市

市制施行　　 周年記念
2 0 2 2
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　引き金を引くとレーザー光線を発射する「ビームピストル」を
使った射撃体験教室です。ワールドカップ金メダリストの吉岡大
選手が直接指導してくれますよ♪
▶時間＝午前10時30分～午後０時30分
▶場所＝長岡第六小学校 体育館
▶対象＝小学５年生以上（30人。応募多数の場合は抽選）
▶申込＝
　　　　右記QR・メール・電話・ファクスで
問 広報発信課
　☎  955-9660　℻ 955-9703
　　 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

12月９日㈮午後５時までに、

　市制施行50周年を機に、プチリニューアルした
西代里山公園の 「管理棟」。より愛着のある身近な
施設にしたい、 という思いから愛称を募集したところ、
全国から 330 点の応募が。市民投票の結果、長
八小 3年生の田村大和さんが考えた「西山ホタルの
家」に決定しました。“自分の家のような気分で触
れ合えるように” という思いが込められています。
　西山の近くで、ホタルを養殖しているこの場所。
館内には養殖の様子などが見られる展示もあります
ので、ぜひ見に来てくださいね。
問公園緑地課　☎ 955-9716　℻ 951-5410

ラピッドファイアピストル選手
長岡第六小、長岡中出身

吉
よ し お か

岡 大
だ い

 
さん

誕生 !「西山ホタルの家」

ビームピストル体験皆さんに
会えるの

を

楽しみに
していま

す！

ふれあい質問会
ビームピストル体験の

夢

＆12 月17日㊏

申込フォーム

　今回の夢プロには、射撃のワールドカップ
で優勝したあの選手が登場します。さらに、
あと２か月で役目を終える現庁舎を主役にし
た、芸術イベントを企画中。まだまだ50周年
特別企画からは目が離せませんっ！
問市制50周年プロジェクトチーム
　総務課　　　☎ 955-9547　℻ 951-5410
　広報発信課　☎ 955-9660　℻ 955-9703

とって
おき 体験の は
まだまだ 続く！

市制50周年
「夢叶えたい人、この指とまれ」 プロジェクト
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アートプロジェクト
いよいよ始動

　町役場の時代から、まちを見守り続けてきた
市役所庁舎。その一部が、役目を終えようとし
ています。そこで、これまでへの感謝とこれか
らへの期待を込めたイベントを開催！　市ゆかり
のアーティストやクリエイターとコラボして、建
物や部屋を生かしたアート作品の展示、パフォ
ーマンスなどで庁舎を彩ります。詳細は広報２
月号でお知らせします。どうぞお楽しみに！

クラウドファンディングサイト
“キャンプファイヤー” に▶▶

掲載しています。

　市内の企業やお店が開発した、50周年記念のプレ
ミアム商品。「長岡京の魅力を知って、触れて、ファ
ンになってほしい！」という思いが詰まっています。
購入できるのは今だけ！　ぜひ、長岡京市自慢の逸品
に触れてみてください。

イイモノ、イイコト
そろってます♪

市内事業者プレゼンツの
プレミアム商品

購入できるのは
12 月18日㊐まで

気になるアノ部屋が
生まれ変わる！？

現庁舎への感謝を込めて。

期間：来年 ２ 月18日㊏～26日㊐
場所：現庁舎南棟２階・３階

市長室

特別応接室

議場
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はっぴぃバス
● 年末年始も運行しています！
　12月29日㈭～ 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　℻ 951-5410

● 冬休み 小学生以下は無料に！
　12月26日㈪～ 1月9日（月・祝）の間、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。

価格高騰緊急支援給付金 　非課税世帯・家計急変世帯へ１世帯当たり
５万円を給付します。期日までに手続きが必要です。

【非課税世帯】
▶対象＝令和4年9月30日現在、本市に住民登録があり、世帯全員の令和
４年度住民税均等割が非課税の世帯 ※世帯全員が、住民税を課税されて
いる人の被扶養者である場合を除く。▶手続き＝市から12月上旬以降に
確認書が届きます。内容を確認し、手続きしてください。

市HP

【家計急変世帯】
▶対象＝令和４年１月以降の収入が減少し、世帯員全員の収入が住民税
非課税相当となった世帯　▶手続き＝右記へ申請書と必要書類を提出して
ください。申請書は、右記や社会福祉課にあります。市ホームページから
もダウンロードできます。

制度については 
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター（☎ 0120-526-145）へ

火災が起こりにくい 環境づくりを
12月20日㊋～ 31日㊏は年末防火運動

　　慌ただしい年末は、火の元の管理がおろそかになり
やすい時期です。防火意識を高め、火災に注意しましょう。
また、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など、火災が起こりに
くい環境づくりに努めましょう。

高齢者の火事予防
調理器具購入を補助します

 防火に配慮が必要な高齢者へ調理器具購入費を助成します。
▶対象＝次の全てに該当する人
①市内在住の 65歳以上 ②生計中心者の市民税が非課税
③心身機能の低下に伴い、防火などの配慮が必要
▶上限額＝電磁調理器：12,000円、安全装置付きガスコンロ：
25,000円(取付工事費込み)、電子レンジ：15,000円
＊詳しくは下記へお問い合わせください。

　

　収集当日の午前8時までに出してください。
● 資源物（分別）
　 年内：12月28日㈬まで　年始：1月5日㈭から

● 臨時ごみ、どろ・し尿の受付・収集
　 年内：12月28日㈬まで　年始：1月4日㈬から

● 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」
　 地域を設定して、収集日のお知らせを
　 受け取ろう！ ごみの出し方も検索できます。　

問環境業務課 業務第2係
　☎ 955-9689
　℻ 955-9955

収集地域 年内最終日 年始再開日
㊊㊍ 12月29日㈭ 1月5日㈭
㊋㊎ 12月30日㈮ 1月6日㈮

● もえるごみ

● 粗大ごみの受付・収集
　 年内：12月28日㈬まで　年始：1月10日㈫から

● 古紙・古着などの回収
場所 年内最終日 年始再開日

中央公民館 12月27日㈫ 1月5日㈭
環境業務課 12月28日㈬ 1月4日㈬

Android 版iPhone 版

▼ダウンロード▼

ごみ収集日

1月31日㈫
まで

手続きは

年末 年始 のご案内

＊平日午前９時～午後８時

問長岡京市給付金担当
　☎ 955-9545　℻ 951-5410
＊平日午前９時～午後５時（年末年始を除く）

問長岡京市家計急変世帯
　コールセンター（バンビオ2階）
　☎ 963-6699　℻ 958-6909
＊平日午前９時～午後５時（年末年始を除く）

問 高齢介護課 高齢福祉係　☎ 955-9713　℻ 951-5410

問 長岡京消防署　☎ 957-0119　℻ 957-4357
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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（下記QR）や市役所
南棟１階の「市民情報コーナー」でご覧ください。
＊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　℻ 951-5410

分限処分者数　▷休職…延べ31人（全て心身の故障による）
懲戒処分者数　▷該当者なし

　令和４年度から８年度まで、第５次定員管理計画を実施
しています。この計画では計画目標値の556人を実質的に
充足させるため、570人の目標値を上限として設定し、こ
の中で弾力的に運用していきます。

　分限・懲戒処分者数

　定員適正化

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。税金や社会保険料を引く前
の額です。
＊平均給与月額は、給料月額と扶養手当など全ての諸手当の合計
です。

　職員の給与の状況

期末・勤勉手当（民間のボーナスに相当）
■ 給料 （令和４年４月１日現在）

平均年齢・給料月額・給与月額

■ 主な手当 （令和４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

採用状況（令和４年４月１日採用）
職　種 募集人数 受験者数 採用者数
事務 7 118 14
事務

（学芸員資格有） 1 4 1

事務
（身体障がい者） 1 3 1

土木技師 1 3 1
建築技師 １ 0 0
保健師 １ 3 1
保育士 １ 12 0

10代 20代 30代 40代 50代 合計
4人 125人 194人 141人 101人 565人0.7％ 22.1％ 34.3％ 25.0％ 17.9％

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤
続

20年
25年
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  306万2,000円 1,940万5,000円

区　分 ６月期 12月期 合計
期末 1.200月分 1.200月分 2.4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 38.6歳 30万3,700円 41万1,356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 28万177円 29万3,173円 37万2,513円
高校卒 22万3,200円 34万1,100円 37万9,975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 13％ 506人
支給対象職員１人当たりの平均支給年額44万460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
度の決算額を基に算出しています。

年齢別職員数（令和４年４月１日現在）

事由 人数
定年退職 6
勧奨退職 -
普通退職 13
分限免職 -
懲戒免職 -
死亡退職 -
合計 19

退職者（令和3年度）

（令和 3年度）

給料と報酬 期末手当
■ 特別職の報酬など （令和４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  1.625月分
12月期  1.625月分

　　    計  3.25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。

市HP

長岡京ライフ 2022.12　-　7



　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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （掲載は順不同）
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おめでとうございます

問文化・スポーツ振興課
　文化振興係　　  ☎ 955-9734　℻ 955-3150
　スポーツ振興係   ☎ 955-9735　℻ 955-3150

令和４年度　長岡京市文化賞・スポーツ賞

◆功労賞 スポーツの振興に、長年の功績があった人に贈ります。

谷川 雅博 さん（テニス）　吉野 光一 さん（ソフトテニス）
五由出 武彦 さん（卓球）　永井 貞泰 さん（ソフトボール）

◆スポーツ特別顕彰

【競歩】山西 利和 さん
　　　　（愛知製鋼 所属）

第18回世界陸上選手権大会
オレゴン2022男子20㎞競歩 で
優勝しました!

【射撃】吉岡 大 さん
　　　  （京都府警 所属）

ワールドカップチャンオン大会
25ｍラピッドファイアピストル で
優勝しました!

過去に市民栄誉賞を受賞し、世界規模の大会で顕著な成績を収めた人に贈ります。

◆秋の叙勲
旭日小綬章
京都府中小企業団体中央会副会長
京都府労働委員会使用者委員

　安藤 源行 さん

旭日双光章
元 長岡京市議会議員

　大伴 雅章 さん

旭日単光章
木下電子工業㈱ 代表取締役

　木下 義次 さん

瑞宝小綬章
元 公立高等学校長

　西村 元一 さん

瑞宝双光章
元 公立小学校長

　氷上 巖 さん

瑞宝双光章
元 西宮郵便局長

　西村 秀雄 さん

藍綬褒章
篤志面接委員

　茂木 洋 さん

◆ 秋の褒章

長岡京市少年補導委員会

　西田 晋也 さん

◆ 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

・渡辺 節郎 さん
◆ 第14回長岡京市 “ 環境の都 ” 賞

◆ 高齢者叙勲

◆ 京都府環境保全功労者表彰
・長岡京市環境の都づくり会議
・中田 利享 さん
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おめでとうございます

谷川 雅博 さん（テニス）　吉野 光一 さん（ソフトテニス）
五由出 武彦 さん（卓球）　永井 貞泰 さん（ソフトボール）

文化交流賞　地域文化の向上に大きな役割を果たした人に贈ります。
人権啓発活動 粟津 達雄 さん フラダンス 髙橋 謡子 さん 

 文化奨励賞　芸術文化活動における業績が顕著で、今後も継続してその活動が期待できる若年者に贈ります。
吹奏楽 長岡第二中学校吹奏楽部　長岡第二中学校吹奏楽部 管打八重奏

サクソフォーン 北田 美結 さん ピアノ 馬渡 さくら さん

作文 木和 穂乃香 さん　北川 凉凪 さん  書道 森口 はな さん　 明石 優花 さん

ポスター 吉田 葵 さん 将棋 志摩 樹 さん グラフ 冨田 桜子 さん

優秀選手賞　府大会や全国大会などの権威ある大会で、優秀な成績を収めた人や団体に贈ります。

フェンシング
京都府立乙訓高等学校フェンシング部男子チーム・女子チーム　 立命館高等学校フェンシング部（男子）
岸本 鈴 さん　　大野 美麗 さん　髙橋 如空 さん　湯淺 柊哉 さん
平岡 大知 さん　竹山 夏芽 さん　楠 彩名 さん

陸上
山田 有亮 さん　水谷 碧那 さん　工藤 匠真 さん　橋本 諒生 さん　西村 優空 さん  澤田 蓮 さん
小林 夏陽 さん　堀 圭佑 さん　　宮坂 寛仁 さん　武久 昌睦 さん　澤田 いろは さん  魚谷 葵 さん
安福 実桜 さん　伊関 穂香 さん　今井 颯太 さん　野間 葵 さん

バドミントン 松井 采都 さん　中山 日那 さん　 村上 りん さん　  笠谷 沙織 さん　金井 瑛菜 さん

硬式野球 赤堀 颯 さん　　前田 孝多 さん 競泳  平井 佑 さん

セーリング 西島 淳太 さん　秋田 秀真 さん 水球  吉田 彩心 さん

柔道 谷口 華 さん　　安田 理奈子 さん 空手  米村 優翔 さん

ホッケー 立命館高等学校女子陸上ホッケー部 ダンス  柳尾 なつみ さん

マスターズ賞　府大会や全国大会などの権威あるシニア大会で、優秀な成績を収めた人や団体に贈ります。
陸上 山中 康弘 さん　　  阪田 八惠子 さん ソフトボール  ダイヤモンドスター

 草の根スポーツ賞　地域スポーツの普及・推進に貢献した人に贈ります。
陸上 折萩 公彦 さん

わかたけ賞　府大会や全国大会などの権威ある大会で、優秀な成績を収めた小・中学生に贈ります。
バドミントン 長岡第三中学校バドミントン部男子・女子  長岡中学校女子バドミントン部

長岡京市バドミントンスポーツ少年団男子チーム　　園田 愛絆 さん　　村北 大直 さん　　岩崎 隼一 さん
卓球 長岡第三中学校男子卓球部　　　　 村上 琉太 さん ゴルフ 足立 莉子 さん

フェンシング 今村 文音 さん 体操 上田 遼司 さん  小西 美瑠 さん

軟式野球
山本 幸志郎 さん　瀬良 蓮奨 さん　中島 大雅 さん
佐久間 愛斗 さん　刀根 悠 さん　　都 宏希 さん
佐藤 将太 さん　　清水 颯介 さん　小西 修生 さん

空手
松本 尚樹 さん
木野本 海遥 さん
森谷 晃大 さん

陸上 杤尾 佳穂 さん　　伊藤 唯 さん　　木和 陽香 さん
池上 来生 さん　　青野 友陽 さん　衣川 凌 さん 剣道 宗 優介 さん

テニス 清水 恵 さん ソフトテニス 岡村 茉音 さん 少林寺拳法 伊藤 柚希 さん

サッカー 京都長岡京 SS フットサル 京都 FC長岡京 アーティスティック
スイミング 藤林 杏 さん

トランポリン 鬼村 和葉 さん トライアスロン 岡 美陽 さん
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＊ 11月21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・マスク着用などの感染防止対策の徹底をお願いします。

広
告

市役所（代表）　☎ 075-951-2121　℻ 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

▶ マークがついたアドレスは、 後ろに「@city.nagaokakyo.lg.jp」が付きます

あなたの
「知りたい !」が
きっと見つかる

お友だち登録は
こちらから

市公式LINEでも、
市からのお知らせや
イベント情報を配信中‼

参加しよう
神足ふれあい町家で
特別なひとときを♪

●神足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 3日㈯午前 10 時～
午後 3時
●第35回花丸ふれあい落語会
▶日時＝12月18日㈰午後 2時 30
分～ 4 時　▶定員＝30人　▶費用
＝2,000円　▶出演＝林家花丸 ほか　
▶申込＝12月1日㈭から
●みんなdeおやこ de
　ふれあい町家じかん♪
①アコーディオン演奏・読み聞かせ
▶日時＝12月23日㈮午後 1時から 　
▶申込＝12月1日㈭から
②クリスマスリースづくり
▶日時＝12月23日㈮
午後2時から　
▶定員＝親子 6組　
▶費用＝1,000円　
▶申込＝12月1日㈭から
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻ 202-9239

自分らしく幸せに生きるために
こころとからだの栄養源とは？！
　人とのつながりや関係性から、「ここ
ろとからだの栄養」について学びます。
▶日時・場所＝12月 12日㈪午前
10 時 30 分～午後 0 時 30 分、バ
ンビオ　▶定員＝40 人　▶要申込　
▶手話通訳・要約筆記・託児＝12
月5日㈪までに要申込（託児は 1歳
以上の未就学児、6人）
問男女共同参画センター
　“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501
　℻ 963-5521
　 danjo-c

夜間の交通事故を防ごう
反射材でコサージュ作り

▶日時・場所＝12月
20日㈫午前 9 時 30
分～ 11 時 30 分、中
央公民館　▶対象＝市
内在住の60歳以上で、
かぎ針編みができる人（15人）
▶申込＝12月15日㈭まで
問やすらぎクラブ長岡京
　☎ ℻ 956-6166

折り紙体験教室
▶日時・場所＝12月9日・16日の
㊎午後 1時 30分～ 4時、中央公民
館　▶定員＝20 人　▶費用＝100
円　▶申込＝12月1日㈭から
問市文化協会 林
　☎ 955-3910　℻ 921-6032

わくわくオンライン講座
「ゼロから始めるお片づけ」

　スムーズに片づけるためのコツを、
動画で解説します。
▶動画公開期間＝12月1
日㈭～来年 1月15日㈰　
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

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5日㈭午後1
時30分から、産業文化会館　▶申込
＝1月4日㈬まで　▶手話通訳・要約
筆記＝12月26日㈪までに要申込
問障がい福祉課社会参加支援係 （分庁舎3）
　☎ 955-9549　℻ 952-0001
　 syougaifukushi

市HPへ 市HPへ



慶春 29,700円
うお寿のおせちうお寿のおせち

二段重
［3～4人様相当］

午前11時～午後 2時
長岡京セブンストリート・ラボ
　　　　　　（旧新田保育所）

◆主な出展ブース
〔飲食〕ヴィーガンフード、エジプト料理
〔物販〕ハンドメイド雑貨、クリスマススワッグ
〔体験〕アイロンビーズ、友禅和紙ポチ袋作り
〔癒し〕タイ古式マッサージ、ヘッドスパ
〔その他〕小さな演奏会、絵本朗読
＊先着で、勝竜寺米のポン菓子をプレゼント

　地球にやさしいモノ、コト、
ヒトがテーマです。

問 n
ネ オ シ ー ド

eoseed 　neoseed888@gmail.com

問セブン商店会事務局 河村　☎ 954-9309

問リゾームマルシェ実行委員会　rhizome.marche@gmail.com

◆主な出展ブース
〔物販〕ハンドメイド雑貨、陶磁器
〔飲食〕めはり寿司、珈琲＆野草茶
〔体験〕草木染、アイシングクッキー、
　　　  天満宮のアロマを使った香り玉

１２月11日㊐　ほてい市  ＆  リゾームマルシェ

１２月17日㊏　歳末大感謝祭  ＆  セブンマルシェ

　ホンモノの素材に触れられる
物販や面白い体験を集めました。

New

午前１０ 時～午後３時（小雨決行）
勝龍寺境内（勝竜寺19-25）

午前１０時～午後４時
竹生園2階（天神２丁目15-15）

飲食店や雑貨店が多数出店 !　12月1日㈭～
16日㈮の期間スタンプラリーに参加した人には、
つきたてお餅をプレゼント（先着 700人）。
ガラポン抽選にも挑戦しよう!

ガソリン
スタンド 図書館

八 

条 

ヶ 

池

長岡天満宮

竹生園 Ⓟ →
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カーボンニュートラルを目指して、省エネしています。発泡ウレタンマットを敷けば、少しの
暖房でも暖かく過ごせてヒートショック対策にもなります。 （高台・80代・としちゃん さん）  み

んな
の環境メッセージ

ファミリースポーツ教室
スキー＆スノーボード

　グランスノー奥伊吹 （滋賀県） で、ウ
インタースポーツを楽しみませんか。
▶日時・集合＝来年1月28日㈯午前
6時、西山公園体育館　▶対象＝小学
生以上の親子（市内在住・在勤・在学
の 40人）　▶費用＝1組 15,000 円　
▶申込＝12月1日㈭午前10時から
問 （公財） 市スポーツ協会
　☎ 953-1161　℻ 953-1163

レベル別スクールで
楽しみながらテニスしよう

①小学生テニススクール（小学1 年生）
②キッズテニススクール（年中・年長児）
【共通】▶日にち・場所＝来年 1月
17日～ 3月14日の㊋（2月14日
は除く）、スポーツセンター　▶対
象＝市内在住の人　▶申込＝12月1
日㈭午前 10 時から
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　℻ 951-3666

「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28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　℻ 963-5519



市民企画講座
【共通事項】▶場所＝中央公民館　▶対象＝市内在住・在勤・在学の人
（小学生以下は保護者同伴）　▶申込＝１２月1日㈭午前 11時から

●童謡・唱歌の世界 《企画：島袋章》
▶日時＝12月17日㈯午前 10時～
11時 30分　▶定員＝25人

●簡単似顔絵描きの作成の仕方
 《企画：岸本裕次》
▶日時＝12月20日㈫・２１日㈬午
前 10 時～ 11 時 30 分（２日連続）　
▶定員＝15人　▶費用＝300円

●ウエルネスダーツで
　自分と居場所づくり 《企画：片山達》
▶日時＝12月22日㈭午前 10時～
11時 30分　▶定員＝20人

●初級レザークラフト
　お財布ポシェット作り
 《企画：石神誠》
▶日時＝12月23日㈮
午前 9時 30分～ 11時 30分　
▶定員＝8人　▶費用＝2,000円

●お片づけから始まる50代からの
　暮らしのコツ 《企画：小林志保》
▶日時＝12月24日㈯午前 10時～
11時 30分　▶定員＝20人

●パネルシアター養成講座～入門から
　応用まで～行事パネル編 《企画：髙橋司》
▶日時＝来年１月７日㈯午前１０時～正
午　▶定員＝１５人　▶費用＝1,500円

●乙訓の歴史や文化連続講座
　～長岡京市南部の今昔～ 
　《企画：乙訓地名詩編纂「チーム乙訓」》
▶日時＝来年1月8日㈰午後1時 30
分～3時 30分　▶定員＝25人

●足裏ほぐしと整体で健康を！
 《企画：千葉善清》
▶日時＝来年1月12日㈭午前10時～
正午　▶対象＝30～80歳の人（20人）

問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774
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フ

ード
ドライブ

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7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

ポールウォークで乙訓寺や
あかね神社、長岡天満宮を巡ろう
▶日時・集合＝来年 1月6日㈮午前 9
時 30 分、中央公民館　▶対象＝市内
在住のおおむね 60 歳以上（15 人）　
▶要申込　▶ポールの無料貸出あり
問やすらぎクラブ長岡京
　☎ ℻ 956-6166

土日開催!
マイナンバーサポート窓口

　マイナンバーカードの交付申請や
マイナポイントの手続き、健康保険
証利用申し込み、公金受取口座の登
録などをサポートします。
▶日時・場所＝12月 10日㈯・11 
日㈰午前 9時～午後 3時、市役所　
▶持ち物＝〔交付申請〕マイナンバー
が分かるもの〔マイナポイント手続〕
マイナンバーカード、登録する口座
が分かるもの、キャッシュレス決済
サービスの ID・セキュリティコード
＊マイナポイントは、12月
末までにマイナンバー
カードの交付申請をし
た人が対象です。
問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

60歳以上の人対象！
きりしま苑でやってみよう

●認知症予防や体力づくりに
　スクエアステップ
▶日時＝12月8日、来年 1月12日
の㊍午後2時～3時　▶定員＝20人　
▶申込＝12月1日㈭午後2時から
●ゴムバンドを使って体を動かそう
　健康いきいき体操
▶日時＝12月12日㈪午後 2時 30
分～ 3時
●チェアヨガ教室
▶日時＝12月15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
●音楽に合わせて♪　リズム体操
▶日時＝12月20日㈫午後 1時 15
分～ 1時 45分
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

善意のともしび
（4月～ 9月受付分）

　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

◇全京都建築労働組合乙訓支部
　支部長 小野 眞二 様 ＝ 40,000円

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

市HPへ



「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

令和4年 第6回議会定例会

●本会議
12月  5日㈪ 開会日 提案説明など
　　   9日㈮ 第２日 一般質問
　　 12日㈪ 第３日 一般質問・

質疑・付託
　　 21日㈬ 最終日 採決など

●委員会
12月12日㈪ 予算審査常任委員会※

14日㈬ 総務産業常任委員会
予算審査常任委員会
　　　（第1分科会）※

15日㈭ 建設水道常任委員会
予算審査常任委員会
　　　（第2分科会）※

16日㈮ 文教厚生常任委員会
予算審査常任委員会
　　　（第3分科会）※

19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、12月6日㈫から
　市役所南棟1階 「市民情報コーナー」 や
　市HPでご覧いただけます。本会議は
　市HPでインターネット中継します。
問議会事務局　
　☎ 955-3148　℻ 951-4091
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 受けよう検診・予防接種
献血にもご協力を

●子宮頸がん検診
　今年度は 12月末までです。最終
日は医療機関により異なります。
▶対象＝受診日に満 20 歳以上で、
西暦奇数年生まれの人 （初めて受診
する人と、無料クーポン券
の対象者は、偶数年生まれ
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＝① 1 歳の子 ②来年小学校入学
の子 （平成28年4月2日～平成29年
4月1日生まれ）　▶接種期間＝① 2 歳
の誕生日の前日まで ②来年3月末まで
●市民献血デー
▶日時・場所＝12月4日㈰午前 10
時～11時 45分と午後1時～4時、
西友長岡店
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　℻ 955-2054

確認してください

応募しよう
市議会の個人情報の保護に関する
条例（案）への意見（パブコメ）

　条例案は、市役所や市ホームペー
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。
▶募集期間＝12月1日㈭～ 28日㈬
問議会事務局庶務係
　☎ 955-3148　℻ 951-4091

季節の花を育てよう
セブラボ花壇サポーター

　セブラボ（旧新田保育所）で、植
物の植栽や剪定をしませんか？
▶対象＝市内在住の人、事業者　▶
申込＝12月 1日㈭から。
ホームページから申請書を
ダウンロードし、メールで
下記へ（多数の場合、抽選）
問長岡京セブンストリート ・ ラボ運営委員会
　sebulabo@gmail.com

陸上自衛隊
高等工科学生（一般）

▶対象＝中学校を卒業（見込み含む）
した 16 歳以下の男子　▶申込＝来
年 1月6日㈮まで
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
　☎ 0774-44-7139

冬は特に注意を
ノロウイルスによる食中毒

　食中毒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　℻ 955-2054

証明書はコンビニ交付が
お得です!

　証明書を取得する場合、コンビニ
などに設置されたマルチコピー機を
利用すると、市役所窓口より100円
安い値段で発行できます。
▶対象＝12月1日㈭以降の発行分　
▶持ち物＝利用者証明用電子証明書
（４桁の暗証番号）が搭載されたマ
イナンバーカード
＊本籍地が長岡京市で、住所地が他
自治体の人が戸籍関係の証明書を
取得する場合、事前に利用者登録
申請が必要です。

＊発行できる証明書の種
類や手数料など、詳し
くは市ホームページで。
問市民課戸籍窓口係
　☎ 955-9683　℻ 951-5410

市HPへ

市HPへ
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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1・15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 ℻ 951-5410

【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…12月25日㈰
＊各施設の休館日にご注意ください。
＊申請には利用料金が必要です。
▷お問い合わせは各公共施設へ
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令和5年度から適用
所得税・住民税の主な税制改正
●18・19歳も課税の対象に
　成年年齢引き下げにより、来年から
１月1日時点で18歳または19歳の人
は、住民税の課税・非課税の判定で未
成年者に該当しないことになりました。
●住宅ローン控除の適用延長
　所得税から控除しきれない額を、
条件の範囲内で住民税
から控除する制度です。
　控除期間が延長され、
今年 1月 1日～令和 7
年 12月31日に新たに入居した人も
対象となりました。
●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適用期間が延長されました。今年
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）です。

問税務課市民税係
　☎ 955-9507　℻ 951-5410

生活のしづらさなどに関する
調査があります

　障がい者施策の推進に向けた検討
の基礎資料とするため、厚生労働省
による「生活のしづらさなどに関す
る調査（全国障害児・者等実態調査）」
が実施されます。11月下旬に「調
査実施のお知らせ」を配布した対象
世帯には、順次調査員が訪問します。
ご協力をお願いします。
問障がい福祉課社会参加支援係 （分庁舎3）
　☎ 955-9549　℻ 952-0001
　  syougaifukushi

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、事業のために保
有する構築物・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　℻ 951-5410

民生委員・児童委員の
改選がありました

　民生委員・児童委員は、「暮らし
の困りごと」の相談に乗り、関係機
関へつなぐなど、地域住民の身近な
ところで活躍しています。困りごと
があれば、気軽にご相談ください。
　お住まいの地域の担当者について
は、下記までお問い合わせください。
問社会福祉課 地域福祉・労政係 （分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻ 951-7739

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
活動に寄付します。
▶日時・場所＝12月
1日㈭～来年3月31
日㈮、 市役所 1階ロビー　▶対象＝
2011年以降に発行され、 ISBN コード
（上記） 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　℻ 951-5410

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
　毎月の保険料は、翌月末が納期限で
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。
▶対象＝国民年金第１号被保険者か、
64 歳以下の任意加入被保険者
▶申込＝本人確認書類、年金手帳な
どを持って下記へ
＊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できません。
問医療年金課国民年金係
　☎ 955-9512　℻ 951-5410

公共施設予約システム
年末年始は随時予約を休止

▶西山公園体育館 ＝12月26日㈪午
後 11時～来年 1月5日㈭午前 9時
▶中央公民館、長岡公園テニスコート、
中央生涯学習センター、長岡京こらさ、
スポーツセンター ＝12月27日㈫午
後11時～来年1月5日㈭午前9時
▶産業文化会館 ＝12月28日㈬午
後 11時～来年 1月4日㈬午前 9時
＊ 抽選予約、予約・空き状況照会は
利用できます。

＊ 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　℻ 951-5410

税機構HPへ
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12月1・15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

長岡京
IC

↑ 

長
岡
天
神 

駅

京都縦貫自動車道

調子八角
交差点

西山天王山 駅

乙訓休日応急診療所
(京都済生会病院 別棟2階)

万代

ローソン

24日 鈴木内科外科診療所 ☎922-2077
　　 （向日市上植野町円山12-5）

30日 京都済生会病院 ☎955-0111
　　 （下海印寺下内田101）

11日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

31日 千春会病院 ☎954-2175
　　 （開田2-14-26）

18日 田村クリニック ☎９３２-6540
　　 （向日市上植野町落堀15-1）

25日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

㊐㊗㊡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
■ 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 ☎955-3320 
（下海印寺下内田101）

＊年末年始（12/30～ 1/3）も診療しています。

■ 外科　午前９時30分～午後４時

『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）

「いたずらざかり」募集中♪

問広報発信課
　☎ 955-9660

詳しくは、
21ページを見てね !

ワクチン情報

〈集団接種の予約方法〉
　市の集団接種　➡市公式ＬＩＮＥやコールセンター（☎ 955-9732）へ
　府の集団接種　➡府ホームページやコールセンター （☎ 0570-030-280） へ

問新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　☎ 955-9732　℻ 955-2054

長岡京ライフ 2022.12　-　15

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

▶対象＝市内に3か月以上住んでい
て、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
6日㈫～ 9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、貸し付けが必要である
ことが確認できる書類（見積書など）　
▶貸付額＝1世帯 10 万円以内　▶
貸付日＝12月23日㈮・26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　℻ 963-5509

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
に、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
＊  詳しくは、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　℻ 951-5410

【予約制】マイナンバーカード
夜間・休日の時間外交付

▶対象＝交付申請し、「マイナンバー
カード交付通知書・電子証明書発行通
知書（はがき）」が届いた人　▶日時
＝〔平日〕 12月1・15日、来年1月5・
19日の㊍午後５時～７時 〔休日〕 12月
4日㈰・24日㈯午前 9時～正午、12
月10日㈯・11日㈰午前 9時～午後
3時　▶申込＝直前開庁日の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

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13日㈮午前
10時～ 11時 30分、産業文化会館　
▶申込＝1月6日㈮まで
問障がい福祉課障がい支援係 （分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝12月6・13・20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　℻ 951-7393

あなたの「はたらく」をサポート
京都ジョブパーク出張相談会
▶日時＝12月8日㈭午前 10時～正
午、バンビオ　▶対象＝求職中や離職
中、転職を検討中の人　▶申込＝12
月6日㈫まで （2 人以下の場合は中止）
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521
　 danjo-c

12 歳以上の人は、1 人１回までオミクロン株
対応ワクチンを接種できます。個別接種は、
各医療機関へお問い合わせください。

最新情報は
市ホームページを
ご覧ください

12月1日㊍～10日㊏
年末の交通事故防止府民運動
　「年の瀬も 焦らずゆっくり 京の道」
日暮れが早い時季です。交通ルールを
守り、安全に1年を締めくくりましょう。
問交通政策課交通対策係
　☎ 955-9686　℻ 951-5410



弁護士相談【申込制・先着6人、1人30分】
毎週㊍ 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。
＊12月29日、来年1月5日はありません。

総務課
市民相談担当
(市役所南棟１階 )
☎ 955-9501

＊弁護士 ・ 
司法書士相談
は電話のほか、
市 LINE でも
予約できます。

司法書士相談【申込制 ・ 先着6人、 1人30分】
14・21日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
＊予約は1か月前から。

行政相談 19日㈪午前10時～正午（30分前まで受付）

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）
20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】
       7日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
14・21日㊌ 午前9時30分～午後0時30分

女性の法律相談【申込制】 今月はありません。

男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
23日㈮ 午後7時～ 9時

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

福祉なんでも
相談室
☎ 955-3177

ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
12日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

「乙訓もも」によるひきこもり専門相談会【申込制】
13日㈫ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

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

心身障がい者相談（知的・視覚）
19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
☎ 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・先着3人】5日㈪午後1時～ 4時

東地域包括
支援センタ－
☎ 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）
【20歳以上、 申込制 ・ 各時間２人】
26日㈪ 午後1・2・3時、市役所か保健センター
特設人権相談　市役所1階市民相談室
8日㈭午前10時～正午、 19日㈪午後1時～ 3時30分

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
20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【各センターへ申込制】 
午前10時～正午、電話相談1人30分
3日㈯北包括、10日㈯南包括、13日㈫きりしま苑、
17日㈯西包括、24日㈯東包括

東地域包括
支援センター
☎ 963-5508

＊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から市HPへ。
問 障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎３）
　☎ 955-9549　℻ 952-0001

市
H
P
へ

心を込めた手作り品をあなたに

日 開始 販売製品 事業所

  9日㈮ 10:30~ 竹箸、箸置き、革製品、
ドライフラワー、巾着袋 など

向日が丘
支援学校

16日㈮ 12:30~ べんがら染め製品、縫製品、
小物雑貨 など 乙訓若竹苑

20日㈫ 11:30~ クッキー、ケーキ、
染め製品 など あらぐさ

23日㈮ 11:30~ パン、クッキー、ラスク 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。

市役所ロビーで
販売中

　
60歳以上のための  憩  い

●  映画鑑賞会　▷16日㈮午前10時から「織田信長
  （風雲児信長）」、午後1時30分から「智恵子抄」
●  ゆず湯　▷5日㈪～7日㈬午前9時30分～午後3時
　　　　　▷利用証と入浴用品を持参
●  市民カラオケ　▷９日・23日㊎午後1時30分から
（入場制限あり）
●  空き部屋利用申請（令和５年２月分まで）
　▷１日㈭から随時受付

市民無料相談　

きりしま苑　 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

●  第37回市長杯カラオケ大会　▷22日㈭午前9時30分
から　▷12月１日㈭～16日㈮に竹寿苑で要申込（先着30人）

 竹寿苑　 ☎℻ 954-6830

月 ほっこりんぐ12
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◆ イベントガイド＆ブックガイド

に

行こっ♪
図書館

☎ 951-4646　℻ 957-0732

図書館Web

◆ サービス Pick Up

■ むか～しあったとさ　 小学生対象のおはなし会
▷10日㈯午後2時30分～ 3時、図書館　▷24日㈯午後
　2時30分～ 3時、勝竜寺城公園管理棟（当日先着8人）
■ 大人による子どもの本を読む会
▷15日㈭午前10時～正午、図書館
■ めっちゃ図書館【要申込】    読み聞かせと工作
▷17日㈯ 午前10時30分 ~11時30分、図書館
▷3歳～低学年　▷申込は2日㈮午前10時から　

　福井県立図書館ＨＰの人気コーナー
「覚え違いタイトル集」から、思わずク
スッとしてしまう90タイトルを厳選 !　
分からなくはないけどなんか違う。そ
んな覚え違いから、司書はお目当ての
本をどう探し当てたか、ユーモラスなイ
ラストを交えて紹介します。

100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集
福井県立図書館／編著　講談社／刊

　図書館にあるパソコン型
の検索機「O

オ パ ッ ク

PAC」。これを
使うと探している本がどこに
あるのかなどが分かります。
本の題名や著者が部分的に

しか分からないときは、キーワード検索がで
きますよ。「クリスマス　工作」など２つ以上
のキーワードを入れるのがオススメです♪

休業・休館　※年末年始（12月29日㊍～来年1月3日㊋）は全施設休業
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17午前・ 28
西山公園体育館 ㊋と 28
スポーツセンター 13・28
埋蔵文化財調査センター ㊏と 4・18

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.（西山天王山駅前）

㊌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 ㊋と 28

バ
ン
ビ
オ
１
番
館

市民活動サポートセンター
市民交流フロア

年末年始
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

\ OPACって知ってますか? /

お目当ての本を見つける方法

定期開催
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
9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
スポーツセンター
☎951-3363

個人開放デー【申込制・先着順】
10日㈯西山公園体育館、17日㈯スポーツ
センター、いずれも午前9時～ 11時20分
学校グラウンド夜間照明　1月分の抽選日
23日㈮午前9時から、市役所2階会議室2

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で受付
1月  6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】18日㈰午前9時～ 10時30分
＊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㊊（年内26日まで） ▷午前9時～
　9時30分、中央公民館市民ひろば
毎週㊍（年内22日まで） ▷午前9時～
　9時30分、勝竜寺城公園駐車場
毎週㊏（年内24日まで） ▷午後3時～ 5時 
   バンビオ広場公園

農林振興課
☎ 955-9514

海印寺ふれあい市　毎週㊋㊍㊏（年内27日まで）

▷午前9時～ 11時　JA海印寺支店駐車場

市民無料相談定期開催

長岡京ライフ 2022.12　-  17



P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 

■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、良かった記事・いまいちだった記事と
　その理由も教えてください。

正解者３人に、抽選で
図書カード（500円）が
当たります。

■応募方法（締め切り5月15日㈰消印有効）
　①クイズの答え　②アンケートの回答　③日頃の思いや、
　季節の話題など　④お名前 （ペンネームや匿名希望の場合は併記）

　⑤年代　⑥住所　を書いて右記へ ➡

QRなら
応募が
簡単♪

〒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

【  

宛 

先  

】

問環境業務課　☎ 955-9548

●譲ります
こたつ布団、自転車空気入れ、
ベビーお昼寝布団セット、棚、
万歩計、ひな人形、文学全集 など

●譲ってください
動物用キャリーケース、蒸し器、
子ども用食卓椅子・自転車、
着物用桐たんす、脚立 など

無料で譲りたいもの、
譲ってほしいものがあれば下記へ。

家庭用品
活用コーナー

● 先月号の答え…長岡第六

P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 

■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、良かった記事・いまいちだった記事と
　その理由も教えてください。

■クイズ
愛称を募集していた西代里山公園の管理棟。
市民投票で、「西山○○○○○」に決まりました !  （ヒントは４ページ）

正解者３人に、抽選で
図書カード（500円）が当たります。

■応募方法（締め切り12月15日㈭消印有効）
　①クイズの答え　②アンケートの回答　③日頃の思いや、
　季節の話題など　④お名前 （ペンネームや匿名希望の場合は併記）

　⑤年代　⑥住所　　　　　　　　　　を書いて右記へ ➡

〒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

【  

宛 

先  

】

QRなら
応募が
簡単♪

読者のお便りや
サークルからのお知らせ

あなたの
 コーナー

掲載内容の詳細は、
各問い合わせ先へ。

◆ムジクリ企画＆虹色でんしゃ共同企画 
クリスマスコンサート▷12月9日㈮10時
～11時45分、中央公民館▷ワークショッ
プやバザーも▷500円▷HPあり 問ムジ
クリ企画 小西（☎ 080-1418-5044）

◆初心者のための茶道～茶道体験教室～
▷12月10・17日㊏14時～ 15時、バン
ビオ▷分かりやすい指導で安心して参加
できます。手ぶらでOK▷1,000円▷要
申込。留学生大歓迎 問ふれあいサロン
さつき会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

催しの案内

◆健康体操と健康づくりダンス体操
▷12月の㊌13時～ 14時、バンビオ▷
おおむね60歳以上▷「健康寿命の延長」
を目標に楽しく継続できる体操▷体験
500円、月2,000円 問ふれあいサロン
さつき会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆アフガニスタン35年の軌跡 中村哲
医師写真展▷12月17日㈯～ 20日㈫10
時～ 18時、バンビオ▷ペシャワール
会から借用した100枚余の写真 問故 
海老英子追悼・中村哲医師写真展実行
委員会 大畑（☎ ℻ 953-4919）

◆巨大カルタ大会▷1月15日㈰9時～正
午、長岡公園▷年長～小1の男女▷女の
子も大歓迎▷HPあり 問ボーイスカウト
長岡第４団 納谷（bvs.kaede.troop@
gmail.com）

◆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▷はがきを集め
てアジアの子の修学を支援 問愛あ～す
KYOTO長岡京 伊藤（☎ 090-9876-8433）

募集します

＊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。

家庭から出た　可燃ごみの量　
10月分　939.26 t
( 前年同月  913.62 t）

18　-　長岡京ライフ 2022.12



消費者
トラブル

　数千円で人生鑑定してもらえるとい
う折込チラシを見て、事務所に出向い
た。鑑定後に「先祖の供養をした方
が良い」「より良い人生を送るために

祈祷が必要」などと、高額な
祈祷を勧められた。不安になり
申込書にサインしたが、後悔し
ている。

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

消費者トラブル相談
「霊感商法」「開運商法」にご注意を！ 編

予防の
ポイント

　「初回の格安料金に引かれ出向いたが、悩み
や弱みに付け込まれ、高額な祈祷や商品を契約
してしまった」という相談が、各地のセンターに

寄せられています。お金を多く支払うことで本当に運が開ける
のかなどを冷静に考えることや、その場ですぐに返事しないこ
とも大切です。不安をあおるようなことを言われ、判断に迷
うときは、家族や周りの人に相談しましょう。
　出向いた先で突然勧誘を受けて商品やサービスを契約した
場合、訪問販売（アポイントメントセールス）として、契約書面
を受領した日から８日間はクーリング・オフできることがあり
ます。不安を感じたら、お早めに上記窓口までご相談ください。

他の受賞団体は
こちら

家庭
部門

団体
部門

問（公財）長岡京市緑の協会　
　☎ 952-1900　℻ 952-1905

問市民活動サポートセンター
　☎ 963-5505　℻ 963-5523

作：ねこサポ長岡京 さん

投票
１位

　地球温暖化対策や節電につながるグリーンカーテン。
生育状況や緑化効果を競うコンテストの

受賞作品が決まりました。

最優秀賞
　河村 剛朗 さん

最優秀賞
　長岡第四小学校

コンテスト結果発表 　市民の皆さんの作品を募集したコンテストの
受賞作品を紹介します♪

全ての作品を
冊子にして配布中！

力作勢ぞろい
！

第10回 グリーンカーテンコンテスト
市民団体の活動を紹介するチラシのコンテストが

今年初開催されました。全1,082 票の
市民投票などで受賞作品が決まりました。

　サポセン チラシコンテスト
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マークは各施設の開放日です。「 申込 」 の記載がない場合は申込不要、「 抽選 」 の記載がない場合は先着順です。

　中央公民館 ☎ 951-1278　℻ 955-4774

児童室の開放 9:00 ～ 17:00 / 就学前の子と保護者

子育てふれあい
ルーム

子育てサポーターがいます。気軽に来てね♪
10:00 ～ 正午  / 13:30 ～ 15:30 / 3か月～就学
前の子 / 各時間20人 （21人目から別室を案内）

12月のイベント 施設開放

1 ㊍
2 ㊎
3 ㊏
4 ㊐
5 ㊊
6 ㊋

7 ㊌ A
B
たんぽぽにあつまれ～
子育てぴよぴよ教室

8 ㊍ Cえほんのひろば  in バンビオ
9 ㊎
10 ㊏
11 ㊐
12 ㊊
13 ㊋
14 ㊌

15 ㊍ D
E
ぷちキッズナ 「 遊びの広場 」
あかちゃん絵本の相談会

16 ㊎
17 ㊏
18 ㊐
19 ㊊ Fクリスマス会
20 ㊋ Gママのしゃべり場

21 ㊌ A
H
たんぽぽにあつまれ～
親子で英語ミュージック

22 ㊍
23 ㊎ E あかちゃん絵本の相談会
24 ㊏
25 ㊐
26 ㊊
27 ㊋
28 ㊌
29 ㊍
30 ㊎
31 ㊏

　北開田児童館 “キッズナ” ☎ 955-1110　℻ 955-1162

キッズルーム
の開放

10:00 ~ １１: ５０ / 13:00 ~15:15 / 15:30 ~ １７: ４５ / 
就学前の子と保護者 /各区分最大９０分間、８人まで

A
おもちゃを使った自由遊びやふれあい遊び、 育児相談 /
10:30 ～ 11:30 / 就園前の子と保護者 （8組）/
申込は2週間前の 10:00 ～

D
手遊び、工作など親子でふれあい遊び / 
10:30 ～ 11:30 / 就園前の子と保護者 （5組）/
申込は2週間前の 10:00 ～ 

　きりしま苑 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

親子遊び部屋開放 ９:30 ～ 16:00/ ３か月～３歳頃の子と保護者

B 親子たいそう/ 10:00 ～ 10:30 / 
0 歳児と保護者（10組）/申込受付中

F
クリスマス飾り作成、楽器あそび、親子たいそうなど/
10:00 ～正午 / 未就学児と保護者（抽選で20組）/
申込は12月8 日㈭まで

G   テーマ：長岡京市周辺のおすすめスポット / 10:30 ～ 11:30 / 
未就学児の保護者（5組）/申込は12月1 日㈭ 14:00 ～

H Fab Music. / 10:30 ～ 正午 / 未就学児と保護者 （10組） /
申込は12月1日㈭ 14:00～

午前休館

　図書館 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

C   11:00 ～ 11:30 / 就学前の子と保護者 （10組）/ 申込不要
E   11:00 ～ 正午 /ファーストブック選びに迷っている人（1組 10分）

はぐくみひろば
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

モグモグ

読み聞かせも
あるよ
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問ファミリーサポートセンター　☎959-3034　℻959-3201

　子育て中の人と、援助したい人の相互支援組織です。
利用の前には、入会説明会にご参加ください。
▶入会説明会 ＝ 10日㈯10:00 ~ 11:30、中央公民館
▶活動の内容 ＝ お子さんの送迎や預かりなど
＊登録希望者は、顔写真（縦３㎝×横２㎝）と身分証明書を
  お持ちください。

問健康づくり推進課 ☎ 955-9705 ℻ 955-2054

  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

 ＊場所は保健センター。発達相談は随時

健診など 予防接種

対象者には案内を送ります

要申込

Hello Baby 教室 /離乳食教室 /
1 歳 3 か月歯の教室　>>開催状況はこちら>>

予防接種・健診・教室

問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732

えほんの紹介♪

サンタクロースと
50ぴきのトナカイ
エアーダイブ /さく・え

     Dybooks/ 刊

本の紹介
長岡京市文庫連絡会
みんなで文庫　五井 朋子さん

クリスマス絵本の中でも、これはちょっと
変わったお話。サンタクロース島で暮らす
サンタさんとたくさんの変ないきもの、50匹
もいるトナカイたちが登場します。
　夏の間に食べ過ぎて、太ってしまったトナカイたち。
これでは空を飛べません。サンタさんとダイエット
の旅にでかけることになりましたが…

どうなることやらの珍道中！

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 ℻ 955-9703 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

【ぱぱ まま から】
癒されキャラのきいかちゃん！　
たくさん遊んで大きくなぁれ！　
姉兄妹仲良くね☆

【パパ、ママより】
ちはちゃん、いつも面白いお話や
ダンスで楽しませてくれてありが
とう！  元気ですくすく育ってね。

天神 粟生

  

蛯
名  

千ち
は
る晴 

ち
ゃ
ん （
３
歳
）

【パパ、ママより】
いつも元気いっぱいの蒼真。蒼真
のにこにこ笑顔が大好きです。こ
れからもたくさん遊ぼうね。

奥海印寺

  

加
藤  

蒼そ
う
ま真 

ち
ゃ
ん （
５
か
月
）

  

遠
藤  

吉き
い
か華 

ち
ゃ
ん （
２
歳
９
か
月
）

ファミリーサポートセンター

遊びの場の提供や育児相談など、就園前の子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

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、9:00~16:00 土・日曜日

祝・休日
開田保育所 ☎ 953-7711

たんぽぽ 深田保育所 ☎ 955-6262

さくらんぼ 月～金曜日、10:00~15:00
土曜日、9:30~14:30

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
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越
お ち

智 結
ゆ い か

香 さん / ４年生

かげと、明るいところの区別をして、はっきり
とさせました。

因
い な ば

幡 葵
あおい

 さん / ４年生

ランリックにしわができるところを色の濃淡で
表現しました。やわらかいランリックと、つる
つるした水筒のちがいをよく見てかきました。

松
ま つ い

井 瑞
み ず き

姫 さん / ４年生

ランリックの色とつくえの色が上手にかけて、
実際の色に近づけたところです。光とかげも気
をつけてかけました。

長岡第六小学校 の
ステキな作品をご紹介！

今月は

いつも一緒に過ごしている
「ランリック」をテーマに

描いたんだって!

スクール
ぎゃらりー
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　セブン商店会で10月31日、ハロウィーンの催し
がありました。地域の子どもたちを皆で守ることを目
的に始まり、今年で７回目。仮装した近隣の園児らが
セブン通りを歩き、参加店舗を訪ねてお菓子をもらい
ました。会長の三井さんは、「コロナで２年ぶりに開
催できた。地域に愛され、人とお店をつなぐ商店会
になりたい」とにっこり。音楽隊も練り歩き、子ども
から大人までたくさんの笑顔であふれていました。

まちを笑顔でつなぐ　ハロウィーン♪長岡公園リニューアルに向け 協定締結

　市は10月 25日、株式会社村田製作所と長岡
公園再整備に関する協定を結びました。5月に締結
した、包括連携協定に基づく取り組みの１つ。市制
施行 50周年記念事業として、整備費用を村田製作
所が全額負担します。再整備のコンセプトは「多様
な人々が集い、安らぎ、公園で過ごす時間を楽しむ
これからの長岡公園」。令和 7年度の開園に向け、
公民連携で取り組んで行きます。

イメージ図

Many  thanks.Many  thanks.

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,701 人 / 世帯数  37,185 世帯
（ 11月1日現在 ）
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