
2-4 済生会病院 /乙休診が移転します

裏面 未来につながる 今をつたえる

24-25 はぐくみひろば

22-23 あなたのコーナー

12-21 情報 INDEX

スクールぎゃらりー /長岡京NOW26-276-10 令和４年度予算

病院へは公共交通で

＜写真＞ 済生会京都府病院と　
乙訓休日応急診療所が、6月に、
西山天王山駅近くに移転します。
駅からアクセスでき、はっぴぃバス
も乗り入れるなど利便性アップ !　
新しい医療拠点の誕生です。〔50周年〕 夢サポーター２人目決定‼    11
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＊保健センター機能は、現在の場所（今里北ノ町39-5）に残ります。

内科・小児科
日曜・祝日・年末年始
午前 9:30～午後 4:00（昼休憩あり）
＊受診前にお電話ください。
　問☎ 955-3320

　6月1日に、済生会京都府病院が西山天王山駅近くに
移転します。乙訓唯一の公的病院として、地域医療の
中核を担う同病院。敷地内には乙訓休日応急診療所も

同時に移転します。併せて、阪急バスや
はっぴぃバスの停留所が新設され、

運行ルートも変わります。

乙訓休日応急診療所

＊済生会京都府病院から名称変更
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access交通アクセス
阪急西山天王山駅から徒歩５分（約300ｍ）
駐車場147台（予定） ・有料
全はっぴぃバス乗り入れ（新停留所：京都済生会病院）
阪急バス1･3･80･82系統停車（新停留所：京都済生会病院）

一次救急
（初期救急）

二次救急 京都済生会病院 など
（病院群輪番制）

　かかりつけ医や
　乙訓休日応急診療所、
　　在宅当番医制

京都医療センター など三次救急

"もしも"のときの安心を。

   乙訓地域の 休日の医療提供体制
　乙訓２市１町では、乙訓休日応急診療所（内科・小児科）
を設置し、外来治療だけで帰宅が可能な「軽症患者」の
初期救急を行っています。また、乙訓医師会の協力のもと、
開業医が当番日を決めて診療する“在宅当番医制（外科）”
を実施しています。
　そのほか、手術や入院治療などが必要な「重症救急患者」
の発生に備え、京都市が運営する “病院群輪番制” に参加。
これにより、重症患者などが発生した場合の、二次救急医
療機関とのスムーズな連携・治療体制を確保しています。
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　　　　　　　　 なら、
京都済生会病院利用時の運賃が  

む り ょ う

　日常生活の”移動” に、自動車はとても便利な乗り物です。　
しかしその反面、渋滞や事故、環境への悪影響など、さまざまな
リスクもあります。生活スタイルが多様化する今、全てを自動車から
公共交通へと転換することは難しいですが、環境負荷、健康の維持、
費用などの面で、公共交通はとても優秀な手段です。皆さんが利用
することで、公共交通網が維持され、地域の活性化につながります。
問交通政策課交通政策担当　☎ 955-3160　℻ 951-5410

＊京都済生会病院で乗車・降車する場合に限り、はっぴぃバス運賃が無料になります。
　現金のお支払や、ICカードの読み取り機へのタッチは不要です。

　コースを3つに拡大したことで、これまでバスが通って
いなかった地域にもバス停を新設！　現在のバス停を
廃止することなく、1時間に1本のパターンダイヤも維持
します。詳しくは、次号やホームページでお知らせします。

済生会病院から帰るとき

お得情報 !お得情報 !

済生会病院に行くとき

③降りるとき
4 4 4 4 4

に
　整理券を
　運賃箱に投入!!

②そのまま乗って、

6月から、
はっぴぃバスは
３ルート運行に

6月から、阪急バスの
運賃・ダイヤが変わります

市HPへ
詳しくは、阪急バスHPへ
（時刻表は5月中旬公開予定）

①バス停から乗るとき
4 4 4 4

は、

　整理券を取らずに
4 4 4 4

、

③そのまま
　運賃箱に投入‼

公共交通で公共交通で

京都済生会病院京都済生会病院 への
アクセスは、

②「京都済生会病院」で

　
 

降りるとき
4 4 4 4 4

に、
　 整理券を取って、

①バス停「京都済生会病院」から

　
 

乗るとき
4 4 4 4

に、整理券を取って
4 4 4

、

② 西コース
③ 北西コース

① 北東コース
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　市公式 LINEの「友だち」約４万人に、お店で使える
クーポンを配信しませんか。配信は無料で、割引実績に
応じて市の補助を受けられます。詳細は市HPから▶▶
問商工観光課商工振興係 ☎ 955-9688　℻ 951-5410

新型コロナウイルス

支援情報

祭祭LINE
クーポン

長岡京市 夏ごろ
開催予定！

新型コロナウイルス

ワクチン情報

　バンビオなどの公共施設で実施している市の集団接
種は、６月５日㈰までの予定です。接種券が届いた人
のうち、集団接種を希望する人は、早めに予約をお願
いします。今後の接種方法については、決まり次第、
市ホームページなどでお知らせします。
＊医療機関での個別接種や国の大規模接種、府の集団
接種の方が早く接種できる場合もあります。

市の３回目集団接種は
６月５日㊐ まで

　詳細が決まり次第、
　市ホームページなどでお知らせします。

４回目の接種の実施は国で審議中

　２回目接種後６か月を経過した12歳から17歳の人
も、3回目の接種を受けることができます。接種券が
届いた人のうち、接種を希望する人は、市の集団接種
か、医療機関での個別接種を予約してください。
＊17歳以下の人は、国の大規模接種、府の集団接種の
対象外です。

12～ 17歳の人も
３回目接種を受けられます

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
　 vaccine@city.nagaokakyo.lg.jp 市公式LINEの

登録はこちら

市集団接種の予約は、市公式 LINE
または電話でできます。

布製マスクを配布します 問防災・安全推進室
　防災・危機管理担当
　☎ 955-9661　℻ 951-5410

　国の在庫などのマスクを無料で配布します。
必要な分を自由にお持ち帰りください。
＊なくなり次第終了します。

▶期間＝５月２日㈪から
▶場所＝市役所南棟１階ロビー、北棟１階入口、
　　　　市役所分庁舎３入口、中央公民館、長岡京こらさ、 
　　　　総合生活支援センター、きりしま苑

＊４月21日時点の情報です。状況により、内容が変わる場合があります。
　最新の情報は、市HPや LINEでお知らせします。
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依
存
財
源（
53
・5
％

）

自
主
財
源（

46・
5％

）  

皆さんからの市税や、国・府から交付される支出金、
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 89 万円の増、市税全体で 6億 2,727
万円の増が見込まれます。

▷依存財源は、地方交付税が 2億 1,000 万円
の増、実質の地方交付税である臨時財政対策
債は1億5,000万円の減を見込んでいます。
補助対象事業の増加により国庫支出金で 9
億 6,982 万円、府支出金で1億 2,482 万円
の増を見込み、普通建設事業債 6億 7,630
万円の増を見込むなど、依存財源全体では
19 億 8,145 万円（対前年度比 12.2％）
増を見込んでいます。

歳入（市の収入）

分担金及び負担金
 2億5,131万円 0.1％⬇

歳 入
340 億
3,300 万円

府支出金
　24億3,327万円
　　　5.4％⬆

その他
15億9,011万円
 6.0％⬆

繰入金
 16億165万円
    4.8％⬆

国庫支出金
60億2,494万円
 　19.2％⬆

市 債
50億6,240万円
　　11.6％⬆

＊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。
＊グラフや表中の％⬆⬇➡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。

地方交付税
23億3,000万円
               9.9％⬆

市税（＊）
124億3,195万円
　　 増減率　5.3％⬆ （＊）市税の内訳　

区　分 予算額 増減率

市
民
税

個人 51億2,585万円 6.2%

法人 6億6,621万円 25.6%

計 57億9,206万円 8.2%

固定資産税 51億7,608万円 2.7%

軽自動車税 1億1,846万円 8.0%

市たばこ税 3億5,000万円 4.6%

都市計画税 9億9,535万円 3.0%

合　計 124億3,195万円 5.3%

令和４年度
一般会計予算

予算総額

340億3,300万円
（前年度比 8.9％ 増）

　今年度の一般会計の予算総額は340億3,300万円。前年度と比べて27億
7,100万円（8.9％）の増加となりました。限られた財源を有効に活用するため、
事業を細やかに点検し、重点施策へ優先的に予算を配分しています。
問財政課 財政係　☎ 955-9541　℻ 951-5410

6　-　長岡京ライフ 2022.5

地方消費税交付金
17億2,000万円
　　　　7.5％⬆

その他
5 億8,736万円  5.5％⬆



▷総務費の増加：新庁舎等建設工事、行政手続きなどのデジタル化
推進など　▷教育費の増加：小学校施設整備工事など

■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）

　　　　教育費
 33億4,683万円
　　　　 25.1％⬆

土木費
29億4,504万円
　　27.4％⬆

公債費
29億480万円
　　　　　　4.6％⬆

　 衛生費
　 24億
　　 7,686万円
　　　　　　25.3％⬇

消防費
9億7,963万円
 0.9％⬇

民生費
135億2,506万円
　 増減率　2.8％⬆

総務費
70億4,064万円
　　　　　　34.4％⬆

※その他
８億1,415万円 2.2％⬆

区　分 予算額 増減率
義
務
的
経
費

人件費 53億 　464万円 1.2%

扶助費 85億 4,937万円 3.5%

公債費 29億　 480万円 4.6%
投
資
的
経
費

普通建設
事業費 53億 3,957万円 37.4%

消
費
的
経
費

物件費 45億 1,363万円 24.4%

維持補修費 1億 1,606万円 ▲ 4.1%

補助費等 39億 4,517万円 1.6%

そ
の
他
経
費

積立金 5億　 669万円 ▲ 8.5％
貸付金 8,648万円 0.0％
繰出金 27億 1,660万円 2.9％
その他 5,000万円 ▲ 73.1％

　▲はマイナス

■歳出 (性質別 )
▷扶助費の増加：障がいサービスや保育所
運営にかかる経費の増加など
▷投資的経費の増加：新庁舎等建設工事や
長岡第四小学校、JR長岡京駅東口駅前
広場の整備など

　市制施行50周年を迎える今年度は、第３期環境基本計画の開始や、自治振興・
商工振興分野の条例制定、文化財保存分野の計画策定、新庁舎の供用開始など、
次の50年につながる新たな「まちづくりの礎」を築きます。
　新型コロナウイルスの感染状況は、いまだ予断を許さない状況です。市民生活
への影響を最小限にとどめるため、感染防止対策の徹底や市民生活の下支え、事
業者支援に引き続き取り組んでまいります。また、非接触・非対面を考慮した社会
経済活動に向けて、ICT 技術を活用した行政手続きなどを展開し、便利で安心な
まちへと歩みを進めます。先人の取り組みに敬意を表しながら、さらなる発展に
向けて、皆さまとの「対話」を重視して取り組んでまいります。

長岡京市長

次の50年に向けて 
新たな「まちづくりの礎」を築く年に

長岡京ライフ 2022.5　-　7

※
そ
の
他 

　
　内
訳

議会費 2億8,923万円　 7.5％⬇

予備費　 5,000万円　　0.0％➡

労働費 　 4,477万円　　0.0％➡

農林水産業費　1億4,148万円　10.3％⬇
商工費　2億8,867万円　24.6％⬆

歳 出
340 億
3,300 万円



どんなことに使うの？　

　児童数の増加が見込まれる長九小の整備や、
老朽化した学校施設の改修と再整備を進めます。

教育環境の整備推進
　　　 12億1,149万円

長四小完成イメージ図

5
　テーマは「継承と発展」。
「8万人と、つなぐバトン。」を
キャッチコピーに、３つの
バトンプロジェクトなどの
特別企画を実施します。

最新情報は
11ページで！市制施行50周年

　　特別記念事業　2,012万円4

便利で安心な交通を
　　まちの新陳代謝アップ

　路線バスのルート再編や、バス
からタクシーへの乗継運賃補助
など、持続可能な公共交通中心
のまちづくりに取り組みます。
阪急長岡天神駅や JR 長岡京駅
周辺の整備も進めていきます。

JR長岡京駅東口駅前広場イメージ図

3

予算から見る、今年度の取り組み

　希望者へのワクチン接種、市民や事業
者への支援を継続します。市内店舗で使
用できる LINE クーポンの発行により、
地域経済の活性化を図ります。

ワクチン接種事業　　　　　　　　 　3億753万円
福祉事業者等緊急対応支援事業　  　　 1,003万円
商工業事業者等緊急対応支援事業  　　 1,001万円
商工業事業者支援電子クーポン補助 　  4,929万円
バンビオ1番館空調の高効率化　 　 1億4,925万円
生活困窮者自立支援事業　（住居確保給付金・自立支援金）
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　       1,055万円  など

新

新型コロナウイルス感染症対策
　　　　　　　５億6,719万円1

充

充

継

充

継

2新庁舎（1期庁舎）の完成
　   デジタル化で市役所が変わる

　「書かない」「待たない」「行か
なくてよい」市役所を目指します。
手続きのデジタル化を推進し、
利便性やサービスの向上、業務
効率化に取り組みます。

新庁舎等建設事業　　　33億8,302万円

デジタル化の推進　　　      1億281万円

補

窓口申請支援システムの導入
　オンライン申請システムの構築
マイナポイント申請の支援
証明書発行機能付きコピー機の設置
行政資料のデジタル化推進　など

新

新

新

新

新

POINT!

長岡第四小学校の再整備　
長岡第九小給食室・放課後児童クラブ施設等整備
長岡第三小整備に向けた調査　など

補充

補充

充

公共交通の利便性向上　　1億4,194万円

路線バス定期券等購入補助
公共交通乗継事業
バス停へのデジタルサイネージ設置　など

新

新

新

阪急長岡天神駅周辺の整備
アゼリア通り無電柱化
JR長岡京駅東口駅前広場の整備　など充

充

充

中心市街地整備の推進　　7億4,186万円

8　-　長岡京ライフ 2022.5

  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  50 周年関連事業50



長四小完成イメージ図

他にもさまざま！

主な 新規 ・ 拡充 事業
産み育てる環境・学校教育
ひとり親家庭に係る高等職業訓練等の充実
非認知能力の向上による学力向上実践研究事業
学校運営協議会の設置
特別支援教育支援員の配置（時間数の増加）
教育相談事業（土曜日午前中の専門相談員の配置拡大）
小学校施設安全・快適整備に係る経費（小学校特別教室等
空調設備工事実施設計）
    中学校施設安全・快適整備に係る経費
 
地域子育て支援
北開田児童館外壁・防水等改修工事実施設計
放課後児童クラブ育成事業（長四小・長九小施設整備工事） 
　 青少年健全育成地域活動支援事業

保健・医療・福祉・社会保障
感染症対策事業
訪問生活介護事業費扶助
重度障がい者等就労支援特別事業費扶助
市営深田住宅改修工事実施設計
ひきこもり支援推進事業 
アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業
在宅医療・介護連携推進センター運営事業 

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工事 
性の多様性理解促進事業(性的少数者の居場所づくり事業） 
文化教養教室開催事業（クロリティ教室の拡充、サロン事
業の実施）
　 人権啓発イベント開催事業 
　 平和施策推進事業
　 男女共同参画社会の実現事業

生涯学習・文化・スポーツ
西山公園体育館施設改修工事実施設計（館内 LED化） 
図書館外壁等更新検討業務委託
総合型地域スポーツクラブ推進事業（長四小・長九小開放
センター施設整備工事） 
スポーツセンター施設耐震化等工事実施設計
スポーツセンター施設改修工事（テニスコート全面改修）
    文化財保存活用地域計画の策定
    中央公民館「市民企画講座」の実施
    図書館サービスの推進・充実事業
    長岡京市スポーツ協会への支援

市街地
第２期都心ゾーン地区都市再生整備計画策定業務
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新

道路・交通
道路照明灯 LED化工事
    橋りょう長寿命化修繕設計・工事 
自転車ネットワーク路線整備工事
市道第0102号線・0203号線カラー化工事
京都済生会病院前バス停上屋等設置工事

産業
    中小企業振興条例の制定と推進  
担い手育成による農地保全事業（農産物育成管理設備等補
助金の拡充） 
商工会への中小企業診断士配置等（新型コロナ対策等の相
談委託）
    「農」を通じた交流と地産地消の推進事業    
    観光協会支援事業 

防災・安全
神足雨水ポンプ場貯留施設築造工事（公共下水道事業会計）
神足雨水ポンプ場詳細設計（公共下水道事業会計） 
マンホールトイレの改修
    防災重点農業用ため池の安全管理事業（金原寺池改修工
　 事詳細設計）

脱炭素・資源循環・環境共生
地球温暖化対策（COOL CHOICE）推進事業（家庭用燃料電
池システム設置補助の実施）
環境マネジメントシステム「KES」の審査（KES学校版の実施）
中央公民館における古紙回収拠点開設の本格実施
飼い主のいない猫への対策に係る経費
　環境都市宣言啓発推進事業（2050年ゼロカーボンシティ
　シンポジウム、西代里山公園での環境保全啓発）

都市環境・水資源
西国街道再整備工事
西山公園（第3期）整備推進（用地購入、護岸整備等）
    公園施設長寿命化工事
    みどりのサポーター制度促進事業
アメニティ下水道廃止に伴うさく井及び揚水設備設置工事
（公共下水道事業会計）

魅力発信・都市経営
　 ガラシャ祭の支援 
聴覚障がい者等の情報保障環境の整備
議会本会議のインターネット中継の実施（委員会動画配信
の導入） 
テレワーク環境の充実 
オンライン会議開催環境の充実 
新庁舎窓口等の無線環境の整備 
マイナンバーカード交付受付体制の拡充
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第４次総合計画の分野別に見る、今年度の取り組み
POINT!
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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 23億1,791万円

収益的支出 22億6,353万円

■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。水道管の更
新や、東第２浄水場の中央監視操作設備の更新工
事などを実施します。

資本的収入 7億4,997万円

資本的支出 11億9,352万円

■資本的収支（税込み）水道事業会計

収益的収入 32億9,669万円

収益的支出 28億6,126万円

■収益的収支（税込み）
資本的収入 11億125万円

資本的支出 22億430万円

■資本的収支（税込み）　汚水事業では、「ストックマネジメント計画」に
基づき、下水道施設を点検・修繕します。雨水事
業では、浸水対策として、いろは呑龍トンネル南
幹線への接続工事や、神足雨水ポンプ場貯留施設
の築造工事などを実施します。

問上下水道総務課 水道係
☎ 955-9538　℻ 951-2200

公共下水道事業会計

　「第８期介護保険事業計画」に基づいて編成し、
予算規模は前年度比3.7％増となりました。
　歳入のうち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は、増を見込んでいます。　
　歳出のうち保険給付費は、要介護認定者や介護
サービス利用者などの増加により、前年度比
3.5％増となりました。

介護保険事業

問高齢介護課 介護保険係
　☎ 955-2059　℻ 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8.2％増となりました。
　歳入のうち保険料収入は、被保険者数の減少な
どにより、前年度比1.3％減を見込んでいます。
　歳出のうち保険給付費は、コロナによる受診控
えが減り、1人当たりの医療費が増加傾向である
ため、前年度比8.3％増を見込んでいます。
　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　℻ 951-1929

歳　出

歳　入
74億62万円

支払基金交付金
19億449万円
（25.7%）

総務費
1億3,360万円
（1.8%） その他

1,867万円
（0.3%）保険給付費

68億6,129万円（92.7%）

一般会計繰入金
12億2,581万円（16.6%）

府支出金
10億4,403万円（14.1%）

その他
 102万円（0.0%）

地域支援事業費
３億8,706万円（5.2%）

介護保険料
15億7,714万円

（21.3%）

国庫支出金
16億4,813万円
（22.3%）

公営企業会計
の予算

問上下水道総務課 下水道係
☎ 955-9714　℻ 951-2200

当年度純損失は税抜きで
1,675万円を見込んでいます。

当年度純利益は税抜きで
3億9,839万円を見込んでいます。

75億6,940万円

府支出金
54億702万円
（71.4％）

国民健康保険料
13億5,691万円
（17.9％）

その他
2,552万円
（0.3％）

保健事業費
1億69万円
（1.3％）

その他
1,527万円
（0.2％）

国保事業費納付金
19億4,831万円（25.8％）

総務費
１億3,155万円
（1.7％）

繰入金
7億9,020万円
（10.5％）

保険給付費
53億6,333万円 (70.9%)

歳　入

歳　出

10　-　長岡京ライフ 2022.5



 
　交通の要衝として古代から栄え、「長岡京」の都が
置かれるなど、数々の歴史の舞台となった長岡京市に
ついて学び、その魅力を伝えるガイドになりませんか。

▶期間・時間＝ 5月28日㈯～ 12月24日㈯午前10時～正午（月に2回
程度・全14回）　▶内容＝産業文化会館での座学や、市内社寺など
史跡での現地講習　▶対象＝講座終了後、ガイドとして活動できる
人（先着20人）　▶費用＝ 3,000円　▶申込＝ 5月1日㈰から受付
問 NPO 法人長岡京市ふるさとガイドの会（担当：河

こ う の

野）
　☎ 090-5092-4274　℻ 075-951-2114
　  h_kohno2016@outlook.jp

歴史を学び、
　　魅力を伝えるガイドになろう！

山崎の戦いに敗
れた

明智光秀が最期
の夜を

過ごした「勝龍
寺城」

空海と最澄が
出会った「乙訓寺」

海堀さんからのメッセージ

　地元で行われる、市制50周年記念
事業夢プロジェクトで夢サポーターに
選ばれて光栄です。たくさんの「かな
えてほしい夢」をお待ちしています。
一緒に盛り上げましょう！

【プロフィル】
1986 年生まれ。長四小、長三中、
乙訓高校出身。小学校２年生の時に
サッカーを始める。2011年の FIFA
女子ワールドカップでは日本代表の
優勝に貢献し、決勝戦MVP にも選
出。2015 年には、本市のスポーツ
賞最高位「スポーツ特別顕彰」を受賞。
引退後は慶應義塾大学総合政策学部
に入学。さまざまな角度からスポー
ツの可能性について学びながら、サ
ッカーの普及活動などを行っている。

写真提供：㈱ジャパン・スポーツ・
マーケティング

＊著名人の夢企画は、日程が決まり次第、
夢募集や参加方法などの詳細を広報紙や
特設サイトでお知らせします。

“夢プロ”って、
　なに？

夢の実現をお手伝いする
“夢サポーター”

夢サポーターと一緒に
実現したい夢を募集！

夢実現イベントに
参加したい人を募集！

参加者決定“夢サポーター” 決定 “かなえる夢” 決定 夢、実現

　50周年特別企画の１つ、「夢叶えたい人、この指とまれ」プロジ
ェクト。略して「夢プロ」。市民の皆さんから夢を募集し、市出身
の著名人がかなえる企画です。２人目の夢サポーターは、この人！

夢サポーター
　２人目が決定！
夢サポーター
　２人目が決定！市制50周年特集

継承と発展
～８万人と、つなぐバトン。～

Vol.02

50周年特別企画の
情報は特設サイトで
更新中！ 

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

長岡京ライフ 2022.5　-　11
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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

＊4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。

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‼

広
告

参加しよう
当事者から学ぶ 発達障がいの
世界 -必要な理解と対応とは -
　発達障害ピアカウンセラーの笹森
理絵さんから、当事者の特性などを
学びます。
▶日時・場所＝5月16日㈪午後1時
30分～ 3時30分、バンビオ　▶定
員＝20人　▶要申込　▶手話通訳・
要約筆記＝5月6日㈮ま
でに要申込　▶託児＝5
月9日㈪までに要申込（1
歳～就学前、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

60歳以上対象：きりしま苑で
体を動かして健康を保とう

●健康ストレッチ体操
　ゴムバンドを使って体を動かそう。
▶日時＝5月18日㈬午後2時30分～3時
●リズム体操
　音楽に合わせて体操しましょう。
▶日時＝5月24日㈫午後1時15分～
1時45分
●耳のストレッチ「カラダすっきり編」
▶日時＝5月25日㈬午前10時～ 11
時　▶定員＝5人　▶申込＝5月9日
㈪午後2時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

生涯学習で人生を豊かに
学ぼう 楽しもう わくわく講座
●消しゴムはんこを作りましょう
▶日時・場所＝5月27日㈮午前10
時～ 11時30分、バンビオ　▶対象
＝18歳以上（8人）　▶費用＝700円　
▶申込＝5月7日㈯午前10時から
●梅雨を乗り切り 暑さに備える
　東洋医学でセルフケア
　これからの季節を健康に過ごすこ
つを学びます。はりやおきゅうのあ
れこれについても聞けますよ。
▶日時・場所＝6月8日㈬午前10時
15分～ 11時45分、バンビオ　▶
対象＝18歳以上（10人）　▶費用＝
400円　▶申込＝5月9日㈪午前10
時から
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

ギャラリーMACHIYA
野鳥木彫り展 瀧本定人作品展
▶期間・場所＝5月1日㈰～ 30日㈪、
神足ふれあい町家
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻ 202-9239

実際に操作してみよう
初めてのスマホ体験講座

　ソフトバンクショップの講師に教わ
りながら、楽しく体験してみましょう。
▶日時・場所＝5月12日㈭ ①午前
10時30分～午後0時30分 ②午後2
時～ 4時、図書館　▶対象＝スマー
トフォンを持っていない人（各回20
人）　▶要申込
問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

詳細は市HPで

市職員が講師に
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します。オンラ
イン開催もできます。テー
マなど詳しくは右記QR
から市ホームページへ。
問総務課市民相談担当
　☎ 955-9501　℻ 955-9703
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少しの工夫で、ごみの量はかなり減らせます。日常的に減らす意識を持って工夫を続けたい
ものです。 （友岡・68歳・アイスモナカさん）  み

んな
の環境メッセージ

体を動かして楽しむ
あそぼう！キッズ‼を体験しよう
▶日時・場所＝①5月14日㈯ ②6月
11日㈯午前10時～ 11時、西山公園
体育館　▶対象＝4～ 6歳　▶費用
＝200円　▶申込＝①5月1日㈰～5
日（木・祝） ②6月1日㈬～ 5日㈰
問（公財）長岡京市スポーツ協会
　☎ 953-1161　℻ 953-1163

グリーンカーテンづくり体験
講習会 ゴーヤ苗プレゼントあり
▶日時・場所＝5月12日㈭午後1時
30分～ 3時30分、西山公園　▶定
員＝15人　▶申込＝5月6日㈮から
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻ 952-1905

ポールウオークで浄土谷観音や
西代里山公園を巡ろう

▶日時・集合＝5月13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

　明智光秀本陣跡や、最期の夜を過ごした勝龍寺城など、
光秀の足跡を巡ります。
▶日時・集合＝6月11日㈯午前9時、阪急西山天王山駅東口
▶費用＝400円（限定御城印付き）
▶申込期間＝5月16日㈪～ 6月3日㈮

阪急沿線
観光あるき

と

で

もうひとつの京
都

  周遊パス

　地元ガイドと一緒に、初夏の爽やかな青紅葉を楽しめる
長岡天満宮、光明寺、乙訓寺を巡ります。期間限定の御朱印
を授与しているお寺もありますよ。
▶日時・集合＝5月14日㈯午前9時、阪急長岡天神駅西口
▶費用＝100円（御朱印代は別途要）　▶申込＝5月6日㈮まで

青もみじ御朱印めぐり

決戦！ 光秀vs秀吉
山崎の戦い ゆかりの地をめぐる

▶対象＝阪急沿線に住んでいる人（抽選で各10人）
▶申込＝参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号
を下記へ。メールの場合は件名にツアー名を記載

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

【
共
通
事
項
】

妖怪との付き合い方教えます
-子どもたちが見ている世界 -
　児童文学作家の富安陽子さんを招
き、著作の秘密などのお話を聞きます。
▶日時・場所＝5月28日㈯午後1時
～ 3時、図書館　▶対象＝市内在住・
在勤・在学の人（50人）　▶申込＝
5月7日㈯午前10時から　▶手話通

京都府警察音楽隊
ミュージックパトロール in長岡京
　京都府警察音楽隊とカラーガード
隊の演奏会です。
▶日時・場所＝6月12日㈰午後2時
～ 3時30分、長岡京記念文化会館 　
▶申込＝往復はがきで下記へ。5月
20日㈮消印有効
＊詳細は京都府警察ホー
ムページへ。

問京都府警察音楽隊
　☎℻ 642-5972

訳・要約筆記・託児＝5月21日㈯ま
でに要申込（託児は1～ 2歳、3人）
問図書館
　☎ 951-4646　℻ 957-0732

京都府警察HP

　阪急バスの長岡京線と大原野線、
はっぴぃバス、ぐるっと
むこうバスが1日乗り
放題になる乗車券を販
売しています。
▶利用期間＝来年3月20日㈪まで
▶販売額＝500円
▶販売場所＝各観光案内所
＊詳細は京都府ホームページへ。
問交通政策課交通政策担当
　☎ 955-3160　℻ 951-5410

乙訓エリアを　　
おトクに巡ろう
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【広報４月号記事訂正】
乳がん＆子宮頸がん検診

１４ページ掲載の検診記事について、対象の記載に誤りがありました。お詫びし、訂正します。
【乳がん】誤：満 40歳→正：満 40歳以上　【子宮頸がん】誤：満２0歳→正：満 20歳以上

おいしいコーヒーの入れ方を学ぶ
自分サポーター養成講座

　エムエムコーヒー店主から、身近な
道具を使った入れ方などを学びます。
▶日時・場所＝5月16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＝5月2日㈪午前9時から
問総合生活支援センター
　☎ 963-5137　℻ 963-5509
　kizuna@nagaokakyo-shakyo.jp

傍聴しませんか
文化財保護審議会

▶日時・場所＝5月10日㈫午前10
時～正午、図書館　▶定員＝抽選で
3人　▶内容＝昨年度の事業報告と
今後の計画など　▶申込＝5月6日
㈮まで
問文化財保存活用課
　文化財保存活用担当（図書館内）
　☎ 954-3557　℻ 954-8500

「漢字力」をステップアップ
漢字検定 10 ～２級

▶日時・場所＝6月25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＝5
月1日㈰午前10時～15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
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

みんなで手話を
楽しみながら学ぼう

▶日時・場所＝初回は5月24日㈫で
全10回（9月まで）、①午後1時30分
～ 3時 ②午後6時30分～ 8時、北開
田会館　▶対象＝①18歳以上（10
人） ②6歳以上の子と保護者（5組）　
▶申込＝5月2日㈪午前9時から
問北開田会館総務係
　☎ 955-8844　℻ 955-8845

「きこえ」のことで困って
いませんか【きこえの教室】

▶日時・場所＝5月17日㈫午後2時
から、分庁舎3　▶内容＝乙訓聴覚
言語障害者地域活動支援センターの
活動紹介　▶手話通訳・要約筆記・
ヒアリングループあり
問 障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001
　  syougaifukushi

障がい者の外出を支援しませんか
ガイドヘルパー研修

▶日時・場所＝6月4日・11日・18
日の㊏午前9時30分～午後4時30
分、きりしま苑　▶定員＝10人　
▶費用＝3,000円　▶申込＝5月6
日㈮午前8時30分～ 6月1日㈬午後
5時30分
問 きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

公サ連まつり ５月21日㊏・22日㊐ 中央公民館で午前10時～午後４時

芸術・芸能の祭典

川をよりよい環境に
淀川発見講座

　講座受講後は「淀川かわづくりパー
トナー」として登録でき、レンジャー
養成講座の受講資格も得られます。
▶日程・場所＝①6月4日㈯、京都
テルサ ②5日㈰、オンライン開催　
▶定員＝①30人 ②100
人　▶申込＝5月25日㈬
までに右記QRから
問淀川管内河川レンジャー事務局
　☎ 072-861-6801　℻ 072-841-5663

　中央公民館で活動しているサーク
ルによる、年に一度のお祭りです。
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、
模擬店などをお楽しみください。
●１階　美術工芸展、飲食スペース
（21日㈯コーヒー、22日㈰おにぎり）
●２階　美術工芸展、お茶席
＊飲食スペースとお茶席は有料です。
午前11時～午後3時開催、売り
切れ次第終了。

●３階市民ホール
　▶笑いヨガ
　　21日㈯午前10時30分～11時30分
　▶健康体操
　　21日㈯午後1時30分～2時30分
　▶芸能発表会
　　22日㈰午前10時～午後4時

問 中央公民館
　☎ 951-1278
　℻ 955-4774

整形外科医のミニ講演＆相談会　
ロコモティブシンドロームって？
▶日時・場所＝5月20日㈮午後1時
30分～ 3時、保健センター　▶定員
＝15人　▶申込＝5月13日㈮まで
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　℻ 955-2054
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ブックバトン
読み継いでいきたい50冊
　次世代にも読んでほしい、

あなたの “ お薦め本 ” を教えてくだ
さい。
▶期間＝5月17日㈫～ 7月31日㈰　
▶対象＝市内在住・在勤・在学の人　
▶方法＝書名、作者名、お薦めポイ
ントを ①ホームページの
応募フォームやファクスで
送信 ②図書館とバンビ
オにある応募箱へ投函
問図書館
　☎ 951-4646　℻ 957-0732

応募しよう

自衛官候補生
▶対象＝18～ 32歳
問自衛隊京都地方協力本部
　宇治地域事務所
　☎ 0774-44-7139 応募は

こちらから

観光協会ホームページで
あなたのお店や商品を紹介

　特設ページに「おもてなし店舗」
として掲載します。
▶対象＝市内の飲食店や土産店な
ど（観光協会の会員店舗以外も参加
可）　▶申込＝エント
リーシートに記入し、5
月21日㈯までにメール
で下記へ
問長岡京市観光協会
　☎℻ 963-5510
　info@nagaokakyo-kankou.jp

市政推進にあなたの力を！
各種委員

　いずれも満18歳以上が対象。書
類選考があります。
●廃棄物減量等推進審議会委員
▶対象＝市内在住・在勤・在学の人　
▶募集人数＝2人　▶任期＝6月26日
から2年間　▶会議＝年2回程度　▶
報酬＝1回9,600円　▶応募＝5月2日
㈪～ 31日㈫に志望動機を提出
問環境業務課ごみ減量推進担当（分庁舎1）
　☎ 955-9548　℻ 955-9955
　  kankyougyoumu
●図書館協議会委員
▶対象＝市内在住・在勤の人　▶募
集人数＝2人　▶任期＝令和6年6月
30日まで　▶応募＝5月15日㈰ま
でに必要書類を提出
問図書館
　☎ 951-4646　℻ 957-0732

HPはこちらから

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＝5月11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

職種 募集
人数 受験資格

①土木技師 ３人
短期大学以上の土木専門課程を卒業または令和５年３
月までに卒業見込みで、平成４年４月２日～平成１５年４
月１日生まれの人（学歴により受験できる年齢は異なる）

②建築技師 １人
昭和６２年４月２日以降生まれで、高等学校以上を卒業
し、1級建築士免許を有する人

③保健師 １人
平成４年４月２日以降生まれで、保健師免許を有する
か採用までに免許取得見込みの人

④保育士 １人
平成４年４月２日以降生まれで、保育士登録を受けて
いるか採用までに登録見込みの人

　試験案内は市ホームページからダウンロードできます。
▶申込＝〔持参〕5月18日㈬～ 22日㈰午前９時～午後５
時に市役所北棟1階会議室4に本人が持参
　〔オンライン〕5月22日㈰午後5時までに市ホームページから
▶１次試験＝6月19日㈰

問職員課人事給与・人材育成担当
　☎ 955-9662　℻ 951-5410 HPはこちらから

令和５年４月採用
 専門職募集

あなたのスキル、 まちづくりに生かそう。

案内チラシ
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５月１8日㊌午前１１時
Ｊアラート情報伝達訓練

気象警報や災害時の情報を受け取れる「防災情報お知らせメール」に登録して、災害
に備えましょう。登録は右記QRコードから。  問防災・安全推進室　☎ 955-9661

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したり、強い
振動を与えたりしないよう注意を。
●刺されたときは
　すぐに刺されたところをつまみ、
毒液を絞り出してから水洗いを。抗
ヒスタミン軟こうが有効です。アン
モニアは効果がありません。
●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
は有料です。市では防護服を無料貸
し出ししています。
問環境政策室環境保全担当
　☎ 955-9685　℻ 951-5410

５月は児童扶養手当の支給月
振り込みは５月10日㊋です
　3月（新規認定者は認定月）～4月分
の児童扶養手当を指定の口座に振り
込みます。翌日以降にご確認ください。
全部停止の人や令和3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　℻ 952-0001

５月18日㊌午後4時 大きな音が
鳴ります　防災用サイレンテスト
　防災用サイレンには、消防団の招
集と災害時の避難指示をお知らせす
る役割があります。
●サイレンの鳴り方
　「1分間」を1回鳴らします。実際
の災害時には「1分間・5秒休み」
を3回繰り返します。
問防災・安全推進室防災・危機管理担当
　☎ 955-9661　℻ 951-5410

できる手続き 増えてます
市公式 LINE

ますます便利に♪ お友だち登録はコチラ から！

問デジタル戦略課デジタル推進担当　☎ 955-9503　℻ 951-5410

　各種申請や相談予約などができる
「長岡京市 LINE 公式アカウント」。
できる手続きが追加されました。各種
手続きが、来庁せずにいつでもスマホ
から簡単にできます。これからも便利
に進化する市 LINE 公式アカウントを
ぜひお友だち登録してくださいね。

■新たにできるようになった手続き
  ・バス定期券の補助申請
  ・ジャブジャブ池の予約
  ・保育実施（入所）状況証明の
     申請　など

公式LINEの
使い方はコチラ

対象者は申請を
児童のための３つの手当て

　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。
いずれも所得制限があります。
● 児童手当
▶対象＝中学校を卒業するまでの児
童を養育する人　▶支給額（児童１
人当たり月額）＝3歳未満は15,000
円、3歳以上は第1子・第2子10,000
円、第3子以降15,000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。
＊6月分（10月支給）から制度が変わり
ます。詳しくは後日お知らせします。
● 児童扶養手当
▶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）＝10,160円～43,070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
▶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
52,400円、中度の障がいは34,900
円　▶支給＝申請月の翌月分から
＊申請には診断書などが必要。手帳
を持っていなくても対象になる場
合あり。詳しくは下記へ。
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　℻ 952-0001
　児童手当専用ダイヤル　☎ 955-3155

確認してください
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● 可燃ごみは通常どおり
　当日午前8時までに、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（分別収集）
　祝日（4月29日と5月3日～5日）
の収集はありません。

４/29
（金・祝）

5/5
（木・祝）連休中のごみ収集日

● 粗大ごみ、臨時ごみ
　5月2日㈪のみ受け付けます。
● 死んだ犬や猫
　5月2日㈪以外は、
時間外受付窓口へ。

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

収集日・分別などが
簡単に分かる♪

長岡京市　ごみ 検 索

530（ごみゼロ）運動で
まちをきれいに

　道に落ちている空き缶や紙くずなどを
拾って、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。
＊運動の時期や中止の判断は、適宜お願い
します。
問環境業務課ごみ減量推進担当（分庁舎1）
　☎ 955-9548　℻ 955-9955

5月19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

重度障がいのある人の就労を
サポート　就労支援特別事業
▶対象＝次の全てに該当する人 ▷市
内在住 ▷重度訪問介護・同行援護・
行動援護のいずれかの支給決定を受
けている ▷民間企業（就労支援A型
事業所は除く）で雇用されているか、
自営業者で通勤や職場における支援
が必要 ▷1週間の所定労働時間が10
時間以上（今後見込まれる人も含む）　
▶内容＝通勤支援、職場における業
務外の福祉的支援
＊所得に応じ、一部利用
者負担あり。詳しくは
市ホームページへ。
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001

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。電話相談もできます。
▶日時・場所＝5月30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　℻ 951-5410

光化学スモッグにご注意
発生時は外出を控えて

　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、右記へ連絡を。

●注意報発令のお知らせ方法
▶市ホームページに掲載　
▶「防災・防犯メール」を
配信（登録は右記QRから）
問環境政策室環境保全担当
　☎ 955-9685　℻ 951-5410

作ろう！ 使おう！
マイナンバーカード

相談窓口、常設します 　身分証明書や健康保険証としても
使えるマイナンバーカード。申請方法
や使い方に悩んでいませんか。相談
窓口でカード取得をサポートします。
問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

　交付申請し、「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）」が届いた人が対象です。
【平日】▶日時＝5月19日、6月2・
16日の㊍、午後５時～７時　▶申
込＝前日正午まで
【休日】▶日時＝5月29日㈰午前９時
～正午　▶申込＝2日前の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

　申請やマイナポイントの取得、カード
の健康保険証利用や公金受取口座登録な
どを支援します。キャッシュレス決済な
ど、スマホの使い方なども相談できます。
▶時間＝平日の午前9時～午後5時
▶場所＝市役所南棟1階ロビー

5月2日㊊
から開設

マイナンバーカード
相談窓口

気軽に来てね！

イズミヤ長岡店で
カード申請サポート

予約
不要

　申請書の書き方や顔写真の撮影な
どをサポートします。
▶日時＝5月12日㈭・13日㈮午前
10時～午後4時　▶場所＝いづみ
ショップ1階　▶持ち物＝通知カー
ドか個人番号の分かるもの
＊14歳以下は親権者の同伴が必要
です。
問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

夜間・休日にも
交付できます

要
予約

市HP
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21日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

28日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

13日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

15日 さいのうち医院 ☎955-6850
　　 （神足1-10-6）

14日 千春会病院 ☎954-2175
　　 （開田2-14-26）

22日 上原医院 ☎922-5007
　　 （向日市物集女町池ノ裏1-6）

25日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

29日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　 （今里南平尾8）

㊐㊗㊡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

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　
　  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 
（今里北ノ町39-4）

＊時間帯により、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

乙訓休日応急診療所は、６月５日㈰から下海印寺下内田101番地（京都済生会病院内別棟
２階）に移転します。詳しくは２～３ページで。 問 乙訓休日応急診療所　☎℻  955-3320

『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）

熱中症にご注意を

問健康づくり推進課　☎ 955-9705　℻ 955-2054

■ 熱中症の主な症状
▷めまい ▷立ちくらみ ▷手足のし
びれ ▷筋肉のこむら返り ▷吐き気
▷頭痛 ▷嘔吐 ▷重症になると、返
事がおかしい、意識消失、けいれん
■ 予防のポイントは「暑さを避ける」
　体に熱がこもらないよう、通気性
の良い服を着ましょう。室内では扇
風機やエアコンで温度調節を。外出
は涼しい時間を選び、帽子・日傘の
利用を心がけましょう。

■熱中症かな、と思ったら
①エアコンが効いている室内や風通
しのよい日陰など、涼しい場所へ
避難しましょう。

②衣服をゆるめ、体を冷やしましょう。
③水分・塩分を補給しましょう。経
口補水液も効果的です。

＊自力で水が飲めない、
意識がない、という
ときは迷わず救急車
を呼んでください。

暑さは急に
やってきます

　熱中症は、屋内外問わず発症します。寒暖差が大きくなるこの時期から、
体調を整えていくことが予防につながります。

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4年度納税通知書

は5月9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

令和４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8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月中旬からの予定です。
▶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　℻ 951-5410

地域とともにある学校へ

問学校教育課学務係　☎ 955-9544　℻ 951-8400

　学校運営や教育課題に、学校と
保護者、地域住民が力を合わせて取
り組む仕組み「学校運営協議会制度」
を、市内の全市立小中学校に導入し
ました。地域社会の担い手となる児
童・生徒を育成するため、学校と地
域が目標を共有し、特色ある学校づ
くりに取り組んでいきます。

学校

学校運営

「学校運営協議会」を導入

のどが渇かなくても水分補給しよう

保護者
地域住民

おめでとうございます
　高齢者叙勲　瑞宝双光章
　元長岡第三小学校長
　　　森 英彦 さん（西の京）
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相談 ＆ 説明会

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝5月17日㈫・24日
㈫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

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＝5
月9日㈪～ 12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）、ハンコ　▶貸付額＝1世帯
10万円以内　▶貸付日＝5月26日
㈭・27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

お近く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。
スマホでも納付できます。 問京都西府税事務所　☎ 326-3312　℻ 326-3310

自動車税の納期限は
５月31日㊋です

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　5月19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 ℻ 951-1929

【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

●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

■グランドパス購入補助
　期間や券種に応じて、購入額の一
部を補助します。申請してから購入
してください。
▶対象＝市内在住で、市税の滞納が
ない人　▶申込＝必要書類を下記へ
＊既に購入し、6月1日時点で有効期
間が残っている場合は、残期間に
応じた金額を補助します。

■公共交通乗り継ぎ事業
　グランドパスを持っていれ
ば、阪急バス、はっぴぃバス
を利用した後のタクシー初乗り運賃
（460円）が割り引かれます。
＊事前申請が必要です。受付時期や
方法などは後日お知らせします。

＊都タクシー㈱、西都交通㈱、阪急
タクシー㈱の3社が対象です。

　阪急バス㈱が発行する「hanica はんきゅうグランドパス」は、阪急・阪
神バスの全路線が乗り放題になる ICカードタイプの定期券です。6月から、
グランドパスでのお出かけがますますお得になる補助制度が始まります。

問交通政策課交通政策担当　☎ 955-3160　℻ 951-5410

65歳以上
対象

バスに乗るなら

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　℻ 951-7739

もっと詳しく
知りたい人は
市ホームページへ

こんにちは、

民生児童委員です

グランドパス がお得！

保健師・精神保健福祉士の
こころのよりそい相談

　介護予防や認知症、子育て、家庭
問題などの相談をお聞きします。
▶開催日・場所＝毎週㊏午前10時
～午後4時、あったかふれあいセン
ター　▶要申込
問あったかふれあいセンター
　☎℻ 963-5555

　民生児童委員は、地域の
身近な相談相手です。

5月12日は民生委員・児童委員の日

■ 民生委員・児童委員って？
　地域の推薦を受け、厚生労働大臣から
委嘱された人が、非常勤の地方公務員（ボ
ランティア）として、3年ごとの任期で活
動しています。市には現在143人います。

■ どんな活動をしているの？
　担当地域で、高齢者や子どもたちの見
守り・訪問などの活動をしています。生
活上の困り事や悩み事を同じ
立場で一緒に考え、適切な専
門機関につなぐ役割を担って
います。守秘義務があります
ので、安心してご相談ください。

のどが渇かなくても水分補給しよう



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。5日 (木・祝)はありません。

総務課
市民相談担当
(市役所南棟１階 )
☎ 955-9501

司法書士相談【申込制・先着6人、1人30分】
11日㈬・18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）
25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】
25日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
11日㈬・18日㈬ 午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】
25日㈬ 午前10時～正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
27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】
16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（視覚・知的）
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】2日㈪午後1時～ 4時、
東地域包括支援センタ－（バンビオ2階）

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】30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 
9日㈪午前10時～正午、市役所1階市民相談室
18日㈬午後1時～3時30分、市役所上下水道部会議室

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
17日㈫ 午後1時30分～ 3時
＊上記時間内に右記へ電話を。事前予約可。

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）

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】7日㈯東包括、10日㈫・
24日㈫きりしま苑、14日㈯北包括、21日㈯南
包括、28日㈯西包括、午前10時～正午

東地域包括
支援センター
☎ 963-5508

＊30日㈪はありません。
＊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　℻ 952-0001

市
H
P
へ

ほっこりんぐ
心を込めた手作り品をあなたに

　

● 竹寿苑　☎℻ 954-6830
催しはありません。

● きりしま苑　☎ 956-0294　℻ 956-0290
映画鑑賞会　▷20日㈮午前10時から「日本一
の色男」、午後1時30分から「大番」
市民カラオケ　▷13日・27日の㊎午後1時30
分から（入場制限あり）
空き部屋利用申請(7月分まで)　 ▷2日㈪から

60歳以上のための  憩  い

日 開始時間 販売製品 販売事業所

  6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

10日㈫ 午後
0時30分

べんがら染め製品、
縫製品、小物雑貨 乙訓若竹苑

13日㈮ 午前
10時30分

一筆箋、メモ帳、
染め製品 友愛印刷

20日㈮ 午前
11時00分

紙製品、布製品、
アクセサリー、小物

乙訓の里・
乙訓楽苑

27日㈮ 午前
11時30分 こっぺぱん、菓子パン カメリア

障がいのある人が、就労自立のため製作・販売しています。

㊎と ｢０のつく平日」に市役所ロビーで販売中♪
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　図書館に所蔵している本は、貸し出し中でも図書館窓口や
インターネットで予約することができます。本が用意できた
ら、電話かメールで連絡しますので、受け取りをお願いしま
す。インターネットから予約した場合は、バンビオでも受け
取ることができます。所蔵していない本は、他の図書館から
取り寄せて、貸し出しできる場合があります。

◆ ブックガイド＆サービス Pick Up

◆ イベントガイド

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６
北開田会館 ㊐㊗
北開田児童館“キッズナ” ㊐㊗
西山公園体育館 ㊋と６
スポーツセンター なし
埋蔵文化財調査センター ㊏㊗と1・15・29

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.　　　　　　　

なし

中央公民館 ㊊
長岡京こらさ なし

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
中山修一記念館 3 を除く㊋

（西山天王山駅前）

　古美術商を営む家で育った少女イカ
ルは、不思議な事象を研究する博物館
で働くことに。蔵の整理を始めると、
とある手箱が持ち去られていることが
発覚。隠れキリシタンにゆかりがある
ともいわれる手箱の秘密とは？
　謎が謎を呼ぶ事件を描く、ミステリ
アスな長編小説です。

シルバー人材センター入会説明会
13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
6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

学校グラウンド夜間照明　6月分の抽選日
18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
6月11日～ 30日使用分…５月13日㈮
6月16日～ 30日使用分…５月31日㈫

生涯学習課
☎ 955-9534

☎ 951-4646　℻ 957-0732

に

行こっ♪
図書館

図書館Web

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】15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㊊ ▷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。

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

定期開催

■ 文庫まつりミニ
　絵本の読み聞かせや大型紙芝居、
紙人形劇を楽しもう！
▷14日㈯午前11時～ 11時30分、図書館
▷小学生以下の子（事前申込不要）

■ 大人による子どもの本を読む会 
▷26日㈭午前10時～正午、図書館

■ ぶんこピクニック
　芝生の上で楽しむおはなし会
▷28日㈯午前10時30分～ 11時、
　勝竜寺城公園（雨天の場合は管理棟、
　当日先着8人）
▷小学生以下の子（事前申込不要）

博物館の少女　怪異研究事始め
富安陽子／著　偕成社／刊

読みたい本がない…そんなときは予約サービスを
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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
 コーナー

掲載内容の詳細は、
各問い合わせ先へ。

◆月曜歌いましょう会
▷5月 2日㈪、6月 6日㈪、14 時～
15 時 40 分、バンビオ▷童謡・唱歌・
懐かしの歌をみんなで歌いましょう ▷
500円▷車椅子の人もOK 
問松山（☎ 090-5460-9706）

◆野鳥を見つけよう! 
▷5月8日㈰ 9 時～正午、市内近郊　
▷年長～小 1 の男女▷自然体験▷HP
あり▷女の子も大歓迎 
問ボーイスカウト長岡第 4団
　納谷（bvs.kaede.troop@gmail.com）

◆小泉川源流ハイキング 
▷5月8日㈰9時～ 16時、西代里山公園
集合▷自然を観察しながら源流をたどる
▷健脚の人▷300円▷要申込▷HPあり 
問乙訓の自然を守る会
　宮崎 （☎ 090-7346-3059）

◆長岡京ジャズライブ
▷ 5月 8日㈰ 13 時～ 15 時、産業文
化会館▷音楽演奏会▷ 2,000 円
問長岡京手づくりジャズの会
　横江（☎ 090-4568-6475）

◆大人のためのトランポリン
▷5月11・18・25日㊌正午～15時（18
日は 9時半～正午）、西山公園体育館
▷16 歳以上▷1日500 円▷飲み物持
参、靴下着用 問ふるふるトランポリン
菅谷（☎ 090-3709-5705）

◆親子で英語ミュージック
▷5月11日㈬ 14 時半～ 15 時半、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）

◆講演会 ▷①5月14日㈯ ②6月18日㈯
13時半～16時半、中央公民館▷①「戦
前の教育制度」福山大学元教授 吉田恭
信先生② 「世界史の中のヨーロッパ」大
阪大学名誉教授川北稔先生▷HPあり
問時事問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆タグラグビーの体験会
▷5月15日㈰ 13時半～ 14時半、島
本高校▷年少～小学 2年生▷体の接触
がないタグラグビーの体験会▷HPあり
問天王山ラグビースクール
　井上（tennouzan1978@gmail.com）

◆ミニ学習会 ▷5月15日㈰13時半～15
時半、寺戸公民館 ▷講演 子どもの自立に
必要な力と自己理解 ▷100円 ▷要申込（先
着30人）▷件名を「ミニ学習会参加」に 
問乙訓不登校を考える親の会「大地」 三浦
（otokunifutoukoudaichi@yahoo.co.jp）

◆おはなしを語ってみませんか ! 
▷ 5 月 18 日㈬、6 月 15 日㈬ 10 時
15分～正午、図書館 ▷先着 15人 ▷
素話の方法の講習と実技
問長岡京おはなしの会“ささぶえ”
　亀井（☎ 090-2285-6470）

◆初心者のための茶道～茶道体験教室
▷5月19日㈭  ① 13 時～ 14 時  ② 14
時～ 15 時、バンビオ▷丁寧な指導で
安心して参加できます。手ぶらでOK
▷1,000 円▷要申込 問ふれあいサロン  
さつき会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆ながおかマンドリーノ 第41回定期演奏会 
▷5月21日㈯14時～ 16時、京都コン
サートホール▷マンドリン合奏の演奏会
▷未就学児入場不可▷HPあり
問ながおかマンドリーノ和泉（☎ 952-5545）

◆ヒメボタル観察会
▷5月21日㈯ 22 時半～ 23 時、淀川
河川公園大山崎地区▷深夜に光るヒメボ
タルを観察▷300円▷要申込 ▷HPあり
問乙訓の自然を守る会
　丹下（☎080-5633-5828）

催しの案内

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：
　6月に移転する乙訓休日応急診療所と京都済生会病院（現  済生会
京都府病院）。移転先は阪急〇〇〇〇〇駅から徒歩５分！

 （ヒントは３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。

● 先月号の答え…つなぐ

■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  

】
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問環境業務課　☎ 955-9548

●譲ります
綿布団、一輪車、ショートスキー板、
テーブル、炊飯器、兜飾り、油絵キャ
ンバスの枠、加湿器、ハイローチェア、
電子ピアノ、折りたたみ式ベビーカー 
 など

＊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。

●譲ってください
　ビールケース、支柱 (野菜栽培用 )
  など

家庭から出た　もえるごみの量　
　3月分　974.73ｔ
( 前年同月982.60t）

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

募集します

◆竹寿苑陶芸サークル
毎週㊋㊎と第 1・3㊌ 9時～正午、竹
寿苑▷60歳以上▷年2,400円▷見学可 
問𠮷田（☎951-2157（土日のみ）、
vostoky@ymobile.ne.jp）

◆合気道・武道 清錬塾 ▷毎週㊌ ①小中
学生18時15分~19時②一般19時15分
~20時45分、西山公園体育館▷入会3,000
円①月2,800円②月3,700円▷HPあり▷
初心者大歓迎！問前田（☎ 050-7117-6332）

◆男の居場所の会
▷毎週㊍ 10時～正午、バンビオ▷互い
にお話しできる会。分科会も多く盛ん、
見学大歓迎▷月1,000円▷HPあり
問是

これなが

永（☎ 090-5097-9395）

◆介護家族の会▷毎月第４㊍ 13 時～
15 時、バンビオ▷介護に携わってい
る人や関心のある人▷情報交換やお楽
しみ会など▷年 1,000 円▷見学歓迎▷
HPあり 問小林（☎ 954-2411）

◆水蓮書道クラブ
▷月3回㊎ 9時半～正午、中央公民館
かバンビオ▷書道の練習▷入会 4,200
円、月3,000円 
問篠原（☎ 952-2296）

◆長岡混声合唱団コールポップス
▷第1・3㊏18時半～20時半 第2・4㊐
13時半～15時半、中央公民館▷色々な
ジャンルの曲を楽しんで練習▷月1,000円
▷HPあり 問常脇 （☎ 080-5718-4600）

◆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）

◆天神クラブ（ソフトテニス）
▷毎週㊐9時～13時、長岡公園テニスコー
ト▷18歳以上、ソフトテニス経験1年以
上▷入会1,000円、月2,000円▷見学、
おためしOK 問林（☎ 090-5364-5167）

◆クラシックdeベビー＆チャイルドマッ
サージ▷5月27日㈮ 10 時 40 分～正
午、長岡京こらさ▷簡単リトミック、オ
イルマッサージ、お茶作法体験▷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28日㈯・29日㈰9時～16時、産
業文化会館▷さつき盆栽の展示▷手入れ
などの相談もできます。現品持ち込み可
問西山さつき会
　永井（☎ 090-8380-4042）

◆アフタヌーンライブ ハワイアン＆フラ
▷5月29日㈰ 13時半～ 15時半、バ
ンビオ広場▷ハワイアン＆フラ（3組の
フラチームとカントリダンス）
問ケ・メレ・アロハ・ワイレレ
　奥野（☎ 090-8122-7055）

◆乙訓グラウンド・ゴルフ交歓大会
▷6月11日㈯ 8時半～正午、洛西浄化
センター（アクアパルコ洛西）▷乙訓在
住の人▷500円▷5月16日㈪までに要
申込 問乙訓グラウンド・ゴルフ交歓大会
実行委員会 山本（☎ 090-3629-6045）

　若い人から同じような相談が、全国の消費生活センターに寄せられて
います。４月１日から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳以上の人は
自分の意思で、さまざまな契約ができるようになりました。その反面、
法的な責任が伴い、一度契約すると取り消すことが難しくなります。
　知人からの勧誘であっても、契約する意思が無ければはっきり断る
ことが何よりも大切です。契約に関するルールを知って、
しっかり判断できるようになりましょう。契約してしまった
場合、「クーリング・オフ」などが可能な場合もありますが、
日数の経過とともに解決も難しくなります。
不安を感じたら、早めに下記窓口に相談してください。

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）

！

新成人（18歳）は気を付けて！
－契約トラブル 自己啓発セミナー編－

　大学の先輩から無料の自己啓発セミナーに誘われた。
就活のためになればと思い見学に行ったところ、
「自己流の対策では失敗する」と言われ不安になった。
有料セミナーの受講を勧められたので「親に相談したい」と
伝えたが、「自立が足りない」と批判され、断り切れず高額な
契約を結んでしまった。取り消すことはできるのだろうか。

消費者
トラブル
発生 !

京都府 18歳成年
応援キャラクター
乙訓琴美

相
談
し
よ
っ
！
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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
マークは各施設の開放日です。詳細はカレンダー右へ。/申込の記載なし →  申込不要 /抽選の記載なし →  先着順

　  のイベントの詳細は「情報 INDEX」ページへ。

　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。10:00 ～ 正午・
13:30 ～ 15:30/ ３か月～就学前の子
＊各時間15人まで。16人目から別室を案内。

　きりしま苑　　　　　　　 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

親子遊び部屋の
　    開放 ９:30～ 16:00/ ３か月～３歳頃の子

C
テーマ：「我が家のおすすめ　～時短アイデア～」
10:30 ～ 11:30/ 就学前の子がいる保護者（5組）/
申込は 10日㈫ 14:00 ～

D 絵本の読み聞かせ /10:30 ～ 11:00/0 歳の子と
保護者（5組）/申込は 10日㈫ 14:00 ～

F 10:30 ～正午 /就学前の子と保護者（10組）/申込は
10日㈫ 14:00 ～

子育てミニ教室「3歳までに味覚を育てよう　～お出汁のお
話～」/ ６月７日㈫ 10:30 ～ 11:00/3 か月～ 3歳頃の子
と保護者（10組）/申込は 17日㈫ 14:00 ～

　図書館　　　　　　　　　 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

A 14:00 ～ 15:00/ 乳児の保護者で本の選び方に迷っている人
（1組あたり約 10分）

E 11:00 ～正午 /乳児の保護者で本の選び方に迷っている人
（1組あたり約 10分）

日 ５月のイベント 施設開放
1㊐

2㊊

3㊗

4㊗

5㊗

6㊎

7㊏

8㊐

9㊊

10㊋

11㊌ A あかちゃん絵本の相談会

12㊍ B ぷちキッズナ「遊びの広場」

13㊎

14㊏ あそぼう ! キッズ‼

15㊐

16㊊  
17㊋ C ママのしゃべり場

18㊌

19㊍ D 子育てぴよぴよ教室

20㊎ 　 
21㊏

22㊐

23㊊  　
24㊋ E あかちゃん絵本の相談会
25㊌

26㊍

27㊎

28㊏

29㊐

30㊊

31㊋ F 虹色でんしゃ～サークル体験会～

　北開田児童館 “キッズナ”　☎ 955-1110　℻ 955-1162

キッズルームの
　   開放

10:05 ～・ 11:05 ～・ 13:05 ～・14:05 ～・ 
15:05 ～・ 16:05 ～ / 就学前の子と保護者
＊密集を避けるため、各区分50分間、
　２家族７人まで。おもちゃはありません。

B 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）/申込受付中

ぷちキッズナ「遊びの広場」/６月９日㈭10:30～ 11:30/
就園前の子と保護者（5組）/申込は26日㈭10:00～

6月の
イベント

6月の
イベント
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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。

問健康づくり推進課　☎ 955-9705　℻ 955-2054

地域子育て支援センター

何でも
相談
してね

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 要申込

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 保健センター ☎ 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

　「ももんちゃんシリーズ」で
人気の作家が手掛ける絵本。
あーがりめ♪ さーがりめ♪ の
わらべ歌に合わせて読むことが
できます。「あーがりみみ さーがりみみ」は
誰でしょう？ いろいろな動物が出てきます。
巻末にはわらべ歌の楽譜と遊び方、手遊び
動画が見られるQRコードも載っています。
ぜひ絵本をまねして遊びながら読んでみて
くださいね。

問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732

予防接種・健診・教室えほんの紹介♪

Hello Baby 教室
５月14日㈯　9:30～
▷妊娠中から産後の生活の
話、抱っこや沐浴、歯や食事
の話

子育て応援講座

詳しい内容や
予約はこちらから

1歳からの歯の教室
５月16日㈪　10:00～
▷虫歯予防や歯磨きの話

離乳食教室
５月16日㈪ ① 13:30～ 
　　　　　　② 14:20～
▷①5～7か月頃の離乳食
▷②8～12か月頃の離乳食

ZOOMで
開催♪

 司書のおすすめ！

あがりめ さがりめ
 0・1・2さいおかおの
たいそう
おやこでいっしょに！
とよた　かずひこ／作

世界文化社／刊

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

【お父さんお母さんより】
兄妹仲良く、元気にすくすく育っ
てね。

【パパ、ママから】
うまれてきてくれてありがとう。
これからもすくすく大きく育ってね。
たくさん遊ぼうね。

【両親から】
元気いっぱいの２人。これからも
すくすく育ってね！

河陽が丘 柴の里金ケ原

   

髙
井 

脩し
ゅ
う
や弥 

ち
ゃ
ん （
２
歳
１
か
月
）

   

　
　 

颯り
ゅ
う
や弥 

ち
ゃ
ん （
４
歳
）

   

杉
浦  

圭け
い
す
け祐 

ち
ゃ
ん （
１
歳
２
か
月
）

   

奈
良 

英え
い
と杜 

ち
ゃ
ん （
６
歳
）

   

　
　 

美み
お
り織 

ち
ゃ
ん （
２
歳
　
か
月
）

10

健診など 予防接種

対象者には案内を送ります
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＊制作時の学年で表記しています。

「オオカミ」
作者：井

いのうえ

上 佳
か ほ

穂さん（５年生）

全体的にフサフサして、顔や足などのパーツが分か
りにくいため、少し間をあけて表現しました。
色をうすめにして自然に見えるよう工夫しました。

「トラの休息」
作者：森

もり

 健
た け る

瑠さん（５年生）

トラが休けいしているふん囲気を出したかったので、
トラの目がやさしく見えるように、丸みが出るよう
ほりました。バックの竹は目立たないよう、色使い
を工夫しました。

「レッサーパンダ」
作者：池

い け だ

田 光
ひ か り

里さん（５年生）

工夫したところは、かげのところで、黒くなるように
毛のかんかくをあけたりしたところです。右の方の耳
がうまくかけたし、うまくけずれました。

今回は５年生の版画特集だよ

今月は

長岡第八小学校
スクール
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　今年度の入学生から新制服を導入した乙訓高校。
新１年生 241人が真新しい制服に身を包み、新生活
をスタートさせました。これまで同校の制服は、シルバ
ーグレーの刺繍が特徴でしたが、新制服では爽やかな
青ラインとチェック柄がポイントに。セーラージャケット
からブレザーに変わっています。「軽くて着やすいし、
色が明るくて良い」と生徒からも好評の様子。今後も
生徒の見守りに、ご協力をお願いします。

乙訓高校　新1年生から新制服に

　市は４月 11日、京都三菱自動車販売株式会社、
三菱自動車工業株式会社と、災害時の電気自動車派
遣に関する三者協定を結びました。これにより、災
害で停電が起きたとき、電源としても使える PHEV
車を無償で送ってもらえます。悪路でも難なく走れ、
後部にあるコンセントに差すだけで簡単に電力供給
ができる心強い車両。中小路市長は「災害時に市民
の安心・安全を守る頼もしい存在だ」と話しました。

安心安全にさらなる厚み   災害時協定締結

　10月からのスタートを目指し、議論が進められて
いる中小企業振興条例。その内容を伝え、意見を聞く
ためのシンポジウムが3月26日にバンビオであり、
市内事業者や市民ら約50人が参加しました。「まち
のお店を盛り上げるために自分ができること」などを
テーマに、活発な意見交換が行われました。今後も意
見公募（パブリックコメント）などを通じ、さまざま
な立場の人が一丸となって条例づくりを進めます。

地域経済活性化へ　シンポジウム開催

入学おめでとう！772人の新１年生が誕生

　市内公立小学校の入学式が４月８日に行われ、772
人の新１年生を迎えました。乙訓郡で最初の小学校と
して設立され、今年150周年を迎える長法寺小では、
シンボルの「楽

らくしんのかね
信之鐘」の音を合図に、67人の児童

が入場。名前を呼ばれると「はい！」と元気よく返事
をし、「楽しく、信じ合い、仲良く過ごしましょう」
と同校で受け継がれる「楽信」の言葉を伝える校長先
生の話を、真剣なまなざしで聞いていました。

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,507 人 / 世帯数  36,888 世帯
（４月１日現在）
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走り続けるためには
「乗る」が一番の応援に！

市民の「足」はっぴぃバス

かしこ暮らしっくサポーターが
取材しています！

市制50周年
記念サイトは
こちらから50年の歩みを振り返りながら、

「今」の長岡京市を紹介します！

長岡京市は、2022年10月に市制50周年を迎えます

はっぴぃバスで
プチ観光気分

ぶらり途中下車！

長岡京市の魅力発信サイト

　コミュニティーバスや路線バスは、地域の身近な交通手段。
高齢者の運転免許証返納の推進で、交通の利便性がより求めら
れています。公共交通のひとつ「はっぴぃバス」を特集しました。

　はっぴぃバスの年間利用者数は、最も多い2016年度の
57,273人。それに比べ、コロナの影響もあり、2020年度
では38,899人と減少傾向となっています。環境や家計
にやさしく、渋滞緩和にも役立つバス利用。まずは知って、
乗って、使ってみませんか。バスの利用者が減ると路線の
維持が難しく、減便や廃線にな
るなど、私たちの生活に影響が
出てくることも。一番の応援は
何と言っても乗ること！　お休
みの日のおでかけに、ぜひバス
を利用してみませんか？　

未来につながる
今をつたえる

th
Vol,07

まち

2006

　交通の不便な地域をカバーすると
ともに、高齢者の交通手段を確保す
るため、市内をきめ細かく巡るコミュ
ニティーバスが走り始めました。
　はっぴぃバスの愛称は市民公募で選ばれ、
「市民に幸福をもたらしてくれますように…」
という、願いが込められています。

はっぴぃバス運行開始

　利用客の増加に伴い、リニューアル。
イメージキャラクター「はっぴぃちゃん」
をメインにしたデザインは、街中でも
見つけやすくなりました。

　新しく６か所のバス停が増え、一文橋・
清水ヶ口・東浦地域など、今までのルート
にはなかったエリアも運行します。

車体を大きくし、
デザインも一新2009 コースが一つ増え

さらに使いやすく２０22

詳しくは、
こちらのQRから
チェック！！

　西コースは、ファミリーに人気の西代
里山公園・下海印寺西条公園の近く
を通っているのを知っていますか？
そんな、西コースを子どもと一緒に
乗ってきました！

はっぴぃバス
運行10周年2016

子どももよろこぶ
バス移動！

子どももよろこぶ
バス移動！

コンパクト・プラス・
ネットワークとは？

市内
のこ
と

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市に
おいて、地域の活力を維持するとともに、
地域公共交通と連携して、コンパクト
なまちづくりを進める取り組み

をいいます。

かしこPOINT
これを知ると、もっと「今」がわかる！
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