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■暮らしやすさを第一に考える
－八条が丘自治会について教えてください。
　昭和46年、天神ハイツの建設に合わせて発足し
た、マンション周辺の住民で組織する自治会です。
加入率は63％で、200人超の高齢者が入会してい
ます。

－再来年で50年を迎えますね。
　「お祝いのイベントを」と考える一方で、マンシ
ョンの設備面で心配な点も増えてきていて…。エレ
ベーターがないので、高層階に住まれている方は外
出に大変な労力がいります。誰にとっても利便性の
よい住まいにしていかないといけないと、会長にな
る前から思っていて。周辺環境に合わせた建て替え
が必要になってきていると感じているんです。天神
ハイツの周辺は、図書館や公民館などが集まる文化
ゾーン。その景観を守ることを含めてマンションの
維持管理を考えていくため、勉強会をしています。
地域の皆さんが楽しく幸せで安心して暮らすため
に、不便を少しずつ解消できれば、と思っています。

－会長を引き受けたきっかけは。
　自分の仕事と、地域の抱える課題がリンクしてい
ると気づいたことです。仕事で地域課題解決の研修
を受けたとき、自分が地域のことをほとんど知らな
いことに気づいて…。そんな時に次期会長になって
ほしい、との打診があり、やってみよう、と思いま
した。お恥ずかしい話、これまでは仕事と家庭の両
立に精いっぱいで、自治会の会合や催しにはほとん
ど参加できていなかったんです。でも、課題って関
わっていかないと解決しないし、見えていないこと
には関われませんよね。断らずに、まずは何でも引
き受けてみようと思いました。

知ってみたら
　参加したら

実は意外とオ
モシロイ !?

“ジ
自 治 会 活 動

チカツ”

八条が丘自治会で会長を務める八木仁美さん。
活動する中で感じることや自治会への思いなど、
飾らない言葉で語ってくださいました。

― 八条が丘自治会
 会長インタビュー ―

地域の を
一緒に見つけましょう
“おもしろい”

始めてみませんか

■ という安心“自治会員である”

　“自治会” って、何とな～く「メンドクサ
イもの」なんて印象、ありませんか。地域の
実情に合わせた面白い活動をしているところ
が、実はたくさんあるんですよ。今回の特集
では、２つの自治会を紹介します。
問自治振興室 自治振興係
　☎ 955-9684　℻   951-5410



長岡京ライフ 2019.12　-　3

－会長になって、どのようなことを感じましたか。
　自身が暮らすまちには、より快適な地域をつくるた
めのツールがたくさん詰まっていると気づきました。
自治会への参加が、自分にとってもすごく有意義だと
感じたんですね。“自治会員である” ことで、自分の
住んでいる地域の情報が得られるし、いざというとき
に支え合える。これは生活していく上での安心材料に
なります。自分の地域に興味を持ってくれる人を増や
すことが、地域をより楽しくしていくことにつながる。
「この人なら意見が言いやすいわ」と思ってもらえた
らうれしいですね。

－会長を務める上で、大切にしていることはありますか。
　一人ひとりの「いいところ」をどんどん地域に出す
ことです。特技を持っているのに知られていなかった
人が、脚光を浴びることで地域に居場所ができるんで
す。そうすると、もっともっと地域が面白くなる。人
材の発掘が面白いんですよ。
　今年から生涯学習活動を担当している古澤さんは、
次々と特技を持っている人を探して毎月「いきいき講
座」を開催してくださっています。折り紙教室は大好
評で、12月にも開催が決定しているんですよ。その
人に合った役割は、その人自身を輝かせます。次はど
んなすてきな人に出会えるだろう、と考えるとわくわ
くしますね。

－広報紙は会長が編集されているとか。
　「八条が丘だより」を月１回発行しています。必要
な情報にプラスして、地域の話題やイベントの案内な
ども掲載して、メールでも配信しています。地域のこ
とを知ってもらいたいので、自治会に加入していない
方にも配布しています。あと、『入会を勧めたいんだ
けどうまく説明できなくて…』という相談があったの
で、役員会で話し合って、自治会を紹介するパンフレ
ットも作ることにしたんですよ。

■住んでいる人皆に知ってほしい

－面白そうな催しもたくさんされていますね。
　文化センター通りの歩道にある花壇に、定期的に花
を植えています。ガラシャ祭の前日にも秋の花苗を植
えて、おもてなしに彩りを添えたんですよ。
　10月13日には、ラグビーワールドカップの観戦会
を開きました。緊急企画にも関わらず、たくさんの参
加がありましたよ。日本が勝った試合だったというこ
ともあって、とても盛り上がりました。地域の人が集
まる場ができる、ということが何より大切なんですよ
ね。次はオリンピック観戦かな、と、今から楽しみに
しています。

　

－これからどんな地域にしていきたいですか。
　月並みな言葉になりますが、『助け合う気持ち』を
意識できる地域にしていきたいと思っています。“地
域” って、自分も含めてさまざまな人が集まっている
ものですよね。日本にはいくつもの市や町がある中で、
同じ地域に住むことに決めた。そ
のご縁を、大切にしていきたいん
です。
　ジチカツ、始めてみませんか？　
地域の “面白い” を一緒に見つけま
しょう！

■ がたくさん“わがまち先生”

前回の折り紙教室。“先生” に教わりながら作ります

■大切にしたい“ご縁”

■ ことを大切に“人が集まる”

大きなテレビで観戦。日本の躍進に大盛り上がり！

　八木さんの表情は笑顔とやる気に満ちてい
て、自治会の活動を心から楽しんでいらっしゃ
るということがひしひしと伝わってきました。
　自治会が持つ一番の役割は「住民同士のつな
がりをつくること」。市内それぞれの地域で趣
向を凝らし、つながりをより強くするために試
行錯誤されています。
　次のページでは、高台自治会の取り組みを紹
介します。
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■約９割が自治会に加入
　「自分のところは自分の責
任、とそれぞれが頑張ってく
れはるんです。みんな偉いん
ですよ」
　にこやかな表情で話をされ
る、三原重徳さん。高台自治
会の会長を務めています。こ
の地域は戸建ての住宅で構成
されていて、375世帯の約９

割が自治会に加入しています。地域を22のブロック
に分け、それぞれから委員を選出しているため、「自
分のブロックのことは自分たちで」という意識も生ま
れているそうです。
　「ブロックの中での付き合いも生まれるので、みん
な仲がいいんですよ。住みやすさにもつながっている
のだと思います」と会長はほほえみます。

　自治会には11のサークル活動があり、集会所であ
る「さくら会館」からは、ほぼ毎日にぎやかな声が聞
こえます。２つの活動にお邪魔してみました。

　　　　 加入率9割を誇る

　

●ふれあいサロン（映画会）
　映画を鑑賞した後、お菓子と飲み物で親睦を深める
会。月に１回開催しています。「映画が好きで、毎回
来ています。皆と話ができて楽しいんです」という常
連さんも。これまでに65回開催し、延べ1,500人以
上が参加しました。高台以外の方が参加されることも
あるそうですよ。

●健康体操教室
　２種類の体操に45分ほど取り組み、終わった後は
メンバーでおしゃべり。毎週開催しています。「こう
いう会があるのはいいですね。いろいろな情報も聞け
るし。何より元気をもらえるんですよ」と、お世話係
を務める森田孝子さん。
　メンバーは70・80歳代がほとんどですが、元気な
方ばかり。「ここへ来ること自体が体力づくりになって
るんよ。おしゃべりしながら歩いて帰るのも楽しいし」
というメンバーの言葉に、皆さん「そうそう」と相づち。
11月から月に１回、終わった後に交流会をすることに
なったそうです。活動の幅が広がっていますね。

■元気の源、サークル活動

映画会の後の親睦会。皆さんとても楽しそう

椅子に座ってする「健康体操」。いい運動になりました

会長の三原さん

　　　　

　高台自治会

サークル名 実施日
絵手紙の会 第４木曜日、午後１時30分～
歴史を楽しむ会 ２か月に１回
ゴルフの会 ２か月に１回
大正琴の会 第１・３木曜日、午後１時～
たかむろ会 第３火曜日、正午～
健康体操教室 毎週火曜日、午前10時30分～
きずなの会 第２木曜日、午後１時30分～
ふれあいサロン 毎月最終月曜日、午後１時30分～
パソコン相談室 毎月最終月曜日、午前９時～正午
太極拳同好会 第１・３土曜日、午前８時30分～
花ごと 第３水曜日、午前10時～

□ 高台自治会のサークル活動 □

フルカラーの広報紙を毎月発行している高台自治会。
ホームページや電子メールの連絡網など、情報提供に
も力を入れているのは、つながりを深めたいとの思い
からだそうです。
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　いつ起きるか分からない災害に備えるために。自分
たちの地域は自分たちで守ろうと、昨年から防災に力
を入れて取り組まれています。

●防災散歩
　近年多発する自然災害を重く見て、高台自治会は今
年、自主防災会を再構築しました。10月24日には、
地域の防災設備を確認し、災害時の避難経路を歩く「防
災散歩」を実施。ハザードマップを片手に、避難場所
や危険な箇所を見て回りました。
　「住んでいても知らないところがあるので、確認し
ておくのはいいことですね」と参加者の女性。皆さん
同様の思いがあったようで、平日にもかかわらず参加
は35人と、想定以上になりました。

■いざという時のために

●子ども避難訓練
　11月９日には、中学生までの子がいる世帯を対象
とした避難訓練も初めて行われました。震度６強の地
震が発生した想定で、ブロックごとに最寄りの公園へ
避難。子どもとその保護者など68人が参加しました。
　「万が一子どもが１人で避難することになったとし

さらに広域な地域のつながり

地域コミュニティ協議会
　いざというとき、地域で助け合うための一
番身近な存在が自治会ですが、大きな災害が
起きた際には、より広い小学校区単位でのつ
ながりや対応が必要となります。
　各校区の「地域コミュニティ協議会」では、
よりよい地域づくりのため、自治会を含む校
区内のさまざな団体が情報を共有したり、避
難所運営訓練を行ったりと、地域課題の解決
に取り組んでいます。現在７校区にあり、長
十小校区では設立準備が進められています。 問自治振興室 市民参画協働担当　☎ 955-3164　℻   951-5410

ハザードマップを見ながら丁寧に確認しました

ても、避難場所に行けば知っている人がいる、という
のは不安が和らぐ要素になります。子ども会の行事だ
と、子どもがいる家庭の人としか顔を合わせませんが、
こういう機会があると多世代の方とも交流できていい
ですね」と、子ども会の会長を務める白土摩有子さん
は話していました。

　どの取り組みに参加しても感じたのは、「皆が集ま
る場所があるということが大切」だと、一人ひとりが
思っているということ。高台自治会の広報を担当する
後藤国彦さんは「サークル活動などが、親睦を深める
きっかけになればいいと思っているんですよ」と話し
ます。

　あなたの地域でも、
気になっている催しが
あったら、一度参加し
てみませんか？　面白
かったなって思えるも
のが、きっと見つかる
と思いますよ。

訓練後の講評は子どもたちも真剣に聞きました

■大切なのは“つながり”

段ボールベッドの組み立て体験

消火器の使い方
を訓練



バンビオイルミネーシ
ョン

　　　　　　　　　　
　2019

　　　　　　　　　　
　2019

　毎年大好評のバンビオイルミネーション。今年は
「竹

た け は な び

花灯」をテーマに、竹を使ったオリジナルオーナメン
トが、長岡京市の玄関口を華やかに彩ります。竹が生み出
す光の華は、きっとあなたの心を温かく包み込むはず。
問長岡京市バンビオ広場公園等にぎわい創出事業実行委員会
　☎ 951-4300　℻   951-4305

12/6
Fri.

12/13
Fri.

▷点灯式…午後５時45分～
　長岡京市少年少女合唱団のクリスマスソングなど
▷ママキッズまるごとイルミネーションナイト
　点灯式後～午後８時30分
　音楽編：ゴスペルやラップのクリスマスソングなど

▷ママキッズまるごとイルミネーションナイト
　午後６時～８時30分
　ダンス編：フラダンス、ベリーダンス、キッズダンスなど
飲食ブース：から揚げ、ハンバーガー、フランクフルト、
　　　　　　カレー、アルコールなどを販売

▷写真で飾る「みんなのツリープロジェクト」
　12月6日㈮～13日㈮　同時開催（バンビオ1番館３階に展示）
問みんなのツリープロジェクト実行委員会　☎ 755-5597

（バンビオ1番館３階に展示）

ご寄付
ありがとうございます！

そのほかのプロジェクトにも、ふるさと
納税を活用させていただいています。

京都西山再生プロジェクトでは、
寄付者様を西山にお招きし、植樹イベント
「秋の西山満喫ツアー」を開催しました。

 問農林振興課 西山森林整備係
　☎ 955-9687　℻   951-5410

「 竹
た け は な び

花灯 」

ご寄付
ありがとうございます！ありがとうございます！

ふるさと納税で
いただいた寄付金で
LED整備などを行いました

来年

12月６日 (金)～１月13日（月･祝）
点灯時間
午後５時～午後11時
  （街路樹は午後10時まで）

写真はイメージです

午後５時～午後11時

6　-　長岡京ライフ 2019.12
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登録のお
願いを

500人に
送ります

　市民の皆さんのご意見をできるだけ幅広くお聴きする
ため、各会議の委員やワークショップなどへの参加者を
無作為抽出で募集します。「長岡京市がもっとこんなふ
うになったらな」という思い、ぜひ聞かせてください。
問自治振興室 市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻   951-5410“さんかく”

市民参画登録制度

委員への就任をお願いしたいのですが…

おもしろ
そう！

参加して
みようか

な

やらない 手続きはありません

やってみる！

〝さんかく の案内が届いたら…〝

同意書に記入して返送

QRコードから登録

または

ありがと
う

ございま
す！ ２年

間

審議会などの
公募委員候補者名簿に登録

審議会などの委員改選時や
欠員が出たときに連絡します わかりました

！

やりましょう
！

＊名簿への登録は、両方でも片
方だけでも可。名簿への掲載は、
いずれも来年２月１日から。

■公募委員って何をするの？
　市の施策や計画について意見を求めるための会
議に参加します。普段から感じていることや、案
への意見をお聞かせください。

■公募委員の候補者名簿に登録すると、必ず何か
の委員になるの？
　欠員状況などにより就任を依頼しますので、必
ず委員になるということではありません。場合に
より、依頼がないこともあります。

■名簿に登録しなければ公募委員になれないの？
　一般の市民公募も同時に行いますので、名簿に
登録していなくても公募委員になれます。

■ワークショップって何をするの？
　市民と行政や、市民同士が公の場で直接話し合
ったり意見を交換します。

■参加候補者名簿に登録すると、必ず参加しない
といけないの？
　参加は自由です。「おもしろそうだな」と思った
ら、ぜひご参加くださいね。

■会議やワークショップはどんな内容なの？
　福祉、子育て、教育、交通、まちづくりなど多
くの分野があります。登録時に、希望する分野の
優先順位を記入できます。

４年
間

ワークショップなどの
参加候補者名簿に登録

ワークショップなどを
開催するときに案内します

おもしろ
そう！

参加して
みようか

な

お願いしたいのですが…



Arlington town 
in Massachusetts

米国アーリントン
姉妹都市35周年

　国際理解と友好親善を深める目的で米国マサチューセ
ッツ州アーリントンと姉妹都市盟約を結んでから、今年
で35年を迎えました。これからも、お互いの絆がいっ
そう深まるよう、交流を重ねていきます。
問長岡京市友好交流協会（秘書課内）
　☎ 955-9500　℻   951-5410

● 地域住民の交流から育まれた絆
　アーリントンと本市の関係は、住民の草の根交流で築
かれてきました。1970年代前半、アーリントンが国際
交流都市を探していることを知った長岡京市民が、関係
者を市へ迎えたことで、交流が始まりました。
　その後、両都市青年団の往来を経て、1984年9月21
日、アーリントンと市は姉妹都市盟約を締結しました。
それから35年、教育や文化をはじめ、幅広い分野での
交流が続いています。

アーリントンのまち並み

現地での学生交流プログラム

■ アーリントン
●ボストン

● “森の中にあるまち”アーリントン
　アーリントンは、アメリカ合衆国東部、ボストンの
北西約10kmに位置し、人口44,128人（2015年現在）、
面積約14㎢のコンパクトなまちです。大都市の近郊に
ありながら、豊かな自然に囲まれ、“森の中にあるまち”
と呼ばれており、どこか本市との共通点を思わせます。
　学術都市ボストン近郊に位置することもあり、非常
に高い教育水準を誇っています。

マサチューセッツ州
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● 両友好代表団、35周年を祝う
　今年4月、長岡京市友好代表団は、アーリントンで開
催される姉妹都市盟約締結35周年記念祝賀会に参加し
ました。さらに、タウンミーティングへ参加し、州会議
事堂を視察。行政や議会、教育のトップとの会見を通し
て、友好関係のさらなる推進を確認しました。

　9月にはアーリント
ン友好代表団が長岡京
市を訪れ、記念式典に
参加。市内学校での給
食体験など、教育施設
の視察を行いました。

● 盛んな学生交流 異文化理解へ
　2004年、オトソン中学校と長岡第三中学校が姉妹校
となったことをきっかけに、学生の短期交換留学が毎年
行われています。今年で15回目を迎え、これまでに約
300人が訪米、約200人が来日しました。
　両都市の学生たちは、ホストファミリーなど現地住民
と過ごし、語学や文化、人とのふれあいなど大切なこと
を多く学んできました。国や人、文化の違いを肌で感じ
ることは、多角的な視野を持つことにつながります。幅
広い世代に脈々と受け継がれてきたこの友好交流によっ
て、今後も多くの人が相手を理解し思いやりの心を持つ
人に成長することでしょう。

　長岡京市友好交流協会
会長の小原勉さんが、「寧
波市名誉市民」の称号を
受けました。寧波市の経
済や社会発展、科学技術
の向上、対外交流への積

極的な貢献への感謝として、寧波市人民代表大会（市

議会）から贈られる称号です。今後もますます交流の
輪が広がることが期待されます。

友好の軌跡と
これから

なるこ踊りを披露する長岡京市の短期留学生緑豊かなまちを象徴するアーリントンフォレスト

姉妹都市盟約締結35周年記念式典

友好交流NEWS ● 友好交流協会の小原勉さん　中国寧波市から「名誉市民」の称号を受ける

本市の寧波市名誉市民（受称年）
・故五十棲辰男元長岡京市長（平成５年）
・故余語武雄元長岡京市友好交流協会副会長
  兼寧波委員会委員長（平成５年）
・小原勉長岡京市友好交流協会会長（令和元年）
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文化賞 地域文化の振興と発展に貢献した人や団体、若年で優秀な成果を収めた人や団体に贈る賞です。

文化功労賞

文化交流賞

文化奨励賞

　文化活動を通じて、市民文化の発展に顕著な功績があ
った人に贈ります。
　山村　有佳里（音楽演奏活動 フルート・ピッコロ奏者）

　文化活動を通じて、地域文化の向上に大きな役割を果
たした人に贈ります。
　金山　節子（民謡・三味線）

　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。
　目賀田　英里（ピアノ）
　中上　志穂（作文）
　森安　向日葵（短歌）
　久保田　花心（ポスター）
　石田　唯華（書道）
　長岡中学校吹奏楽部（吹奏楽）
　長岡中学校吹奏楽部サクソフォーン四重奏（吹奏楽）
　長岡第二中学校吹奏楽部管打八重奏（吹奏楽）

　今年度の受賞者が決まり、10月26日に中央公民館で表彰式を行いました。文化賞は７人・３団体が、スポーツ賞
は86人・16団体が受賞されました。
( 順不同 ･敬称略 )

危険業務従事者叙勲
●瑞宝双光章　警察功労
元京都府警部
　三代　正志さん

薬事功労者厚生労働大臣表彰
京都製薬懇話会監事　北尾　哲郎さん

京都府警察本部長・
京都府少年補導連絡協議会会長連名表彰
少年補導功労者表彰
長岡京市少年補導委員会　藤山　善弘さん

全国社会福祉協議会会長表彰
民生委員・児童委員功労　竹内　節子さん

第63回 生活と環境全国大会長感謝状
生活環境改善功労者　片山　洋子さん

第11回 長岡京市“環境の都”賞
篠崎　真さん　　西村　日出男さん

秋の褒章
●緑綬褒状　社会奉仕活動功績
要約筆記奉仕団体
　乙訓要約筆記サークル「ラビット」

●黄綬褒章　業務精励（西洋料理人・卓越技能）
学校法人大和学園京都調理師専門学校
非常勤講師
　安田　和彦さん
●藍綬褒章　産業振興功績
株式会社村田製作所会長兼社長
　村田　恒夫さん

●瑞宝小綬章
裁判所事務功労
元大阪家庭裁判所事務局長
　東　薫さん
教育研究功労
大阪医科大学名誉教授
　宮﨑　瑞夫さん

おめでとうございます

問文化・スポーツ振興室　文化振興係（文化賞） ☎ 955-9734　℻   955-3150
　　　　　　　  スポーツ振興係（スポーツ賞） ☎ 955-9735　℻   955-9526

文化賞・スポーツ賞

秋の叙勲
●旭日単光章　中小企業振興功労
テック・ワーク株式会社
代表取締役
　田中　丈夫さん

●瑞宝中綬章　教育研究功労
京都大学名誉教授
　大引　得弘さん
同志社大学名誉教授
　戸髙　敏之さん
京都大学名誉教授
　速水　醇一さん

、



長岡京ライフ 2019.12　-　11長岡京ライフ長岡京ライフ 20 20 20 2019.1219.12　-　　-　　-　1111

●バレーボール
　ハピネス

●ハンドボール
　七里　教証

●サッカー
　京都 FC長岡京

●フットサル
　長岡京サッカー
　　スポーツ少年団

●ホッケー
　立命館中学校
　　女子ホッケー部

わかたけ賞

マスターズ賞 優秀指導者賞

　おおむね40歳以上を対象とした、権威あるマスター
ズ大会か年齢別の大会で、優秀な成績を収めた人や団
体に贈ります。

　選手や団体の指導・育成に顕著な功績があった人、
全国的なレベルの選手や団体を多数指導・育成した人
に贈ります。

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。

スポーツ賞

●ダンス
　加地　愛瑠
　三宅　開登

●サッカー
　梅津　倖風
　天野　紗

●テニス
　堀井　慧
　服部　伶矢

●ゴルフ
　岡田　竜空

●ホッケー
　立命館高等学校
　　男子ホッケー部
　立命館高等学校
　　女子ホッケー部

　スポーツ活動で優秀な成績を収めた人や団体、選手育成に貢献した人、スポーツ振興
に功績のあった人に贈る賞です。

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。

●バドミントン
　乙訓高等学校
　　男子バドミントン部
　岡田　岳大
　西　大輝
　望月　健太
　石原　匡高
　衣川　真生
　木根　知哉
　杉本　和香

●陸上競技
　田村　星哉
　木村　稜
　杤岡　武奎
　出口　星翔
　中村　蓮音
　西山　紘輝
　長澤　蒼馬
　王本　眞之介
　横山　元樹

　丸山　壮
　山下　椋生
　田中　亜周
　福本　陸晴
　山﨑　彩乃
　三浦　夕佳
　徳永　倫加子

●フェンシング
　福井国体フェンシング
　　少年女子団体
　乙訓高等学校
　　男子フェンシング部
　寺山　珠樹
　竹山　柚葉
　沼尻　祥明
　田村　ななみ

●空手道
　大迫　睦
　久保　良樹

　奥村　宗司
　薮田　優音
　山本　里美
　奥村　和叶
　小林　永和
　藤本　侑子

●新体操
　植田　あゆ美
　小　　野乃花
　干場　知優里

●柔道
　乙訓高等学校柔道部
　上野　理花
　大津　智美
　金田　麻央

●水泳（水球）
　乙訓高等学校
　　水泳部水球チーム

●水泳（飛込）
　東村　岳矩

●水泳
　熊谷　日奈多

●トライアスロン
　徳山　哲平

●自転車競技
　川村　峻輝

●ボウリング
　佐藤　正典
　松本　春樹

●硬式野球
　半保　和貴

●軟式野球
　髙橋　勢

●陸上競技
　兵庫　顕
　山中　康弘

●ソフトボール
　ダイヤモンドスター

●バドミントン
　長岡第三中学校
　　男子バドミントン部
　長岡第三中学校
　　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
　村上　りん
　五十棲　理人
　國本　和希
　徳本　航己
　岩井　夏穂
　射庭　茉亜紗
　岩田　万由

●空手道
　平元　亜子
　勝嶋　夕貴
　余田　季生
　山下　隆之介
　勝嶋　亮太

●陸上競技
　藤本　隼大
　仲谷　颯真
　岡本　萌瑠
　吉岡　凜
　白石　宇香

●テニス　
　澤田　星那
　
●フェンシング
　岸本　鈴

●ゴルフ
　足立　拓海

●ミニバスケットボール
　長岡京ミニバスケットボール
　　スポーツ少年団男子チーム

●硬式野球
　早川　星佳

●軟式野球
　岩本　和弥

●水泳
　平井　里香
　岸本　真穂
　國武　奏頼

●新体操
　堀川　心葉
　荒賀　由愛



　職員の任免の状況や給与などをお知らせ
します。詳しい情報は、市ホームページ（右
記ＱＲコード）や市役所南棟１階の「市民
情報コーナー」で公開します。
＊市民情報コーナーでは12月下旬公開予定。
問職員課 人事・給与担当
　☎ 955-9662　ＦＡＸ 951-5410

分限処分者数　▷休職…延べ39人（全て心身の故障による）
懲戒処分者数　▷該当者なし

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

　分限・懲戒処分者数

　定員適正化

採用状況（平成31年４月１日採用）

経験年数別・学歴別平均給料月額

初任給

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

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

＊国家公務員の公表平均給与月額には、時間外勤務手当など一部
の手当が含まれていません。比較のために同一方法で再計算した
ものが、「国ベース」欄の額です。

　職員の給与の状況

期末・勤勉手当（民間のボーナスに相当するもの）
■ 給料 （平成31年４月１日現在）

平均年齢・給料月額・給与月額（一般行政職）

■ 手当 （主なもの／平成31年４月１日現在）

退職手当

＊職制上の段階や職務の級などによる加算措置あり。
地域手当

　職員の任免・職員数

長岡京市職員の人事・給与のあらまし

職　種 募集人数 受験者数 採用者数
事務 14 118 11

事務（手話通訳） 1 2 0
事務（身体障がい者） 1 0 0

土木技師 3 2 2
電気技師 1 2 1
保健師 １ 8 1
保育士 １ 6 2

10代 20代 30代 40代 50代 合計
0人 129人 205人 120人 107人 561人0％ 23.0％ 36.5％ 21.4％ 19.1％

事由 人数
定年退職 16
勧奨退職 -
普通退職 5
分限免職 -
懲戒免職 -
死亡退職 -

合計 21

区　分 自己都合 勧奨・定年
勤続20年
勤続25年
勤続35年

最高限度額

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２％〜20％加算）

平均支給額  181万円 2,191万円

区　分 ６月期 12月期 合計
期末  1.3月分 1.3月分 2.6月分
勤勉 0.925月分 0.925月分 1.85月分

区　分 平均年齢 平均給料月額
平均給与月額

長岡京市 38.5歳 30万3,100円 40万7,178円 36万7,445円
国（参考） 43.4歳 32万9,433円 − 41万1,123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 31万1,035円 35万4,967円 40万6,769円
高校卒 22万1,760円 34万4,550円 36万7,600円

区　分 長岡京市 京都府（参考） 国（参考）

一般行政職 大学卒 18万7,200円 18万9,600円 18万700円
高校卒 15万3,000円 15万4,900円 14万8,600円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
全域 12％ 495人

支給対象職員１人当たりの平均支給年額43万4,251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。

年齢別職員数（平成31年４月１日現在）

退職者（平成 30 年度）

（平成 30 年度）

給料と報酬 期末手当
■ 特別職の報酬など （平成31年４月１日現在）

退職手当

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

区　分 期末手当の支給率
市　長
副市長
教育長

  ６月期  1.675月分
 12月期  1.675月分
　　    計  3.35月分

議　長
副議長
議　員

区　分 給料（報酬）月額
市　長
副市長
教育長

　90万1,600円
　74万6,400円
　66万5,000円

議　長
副議長
議　員

　　　　52万円
　　　　49万円
　　　　45万円

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

長岡京市の人事
給与の状況

国ベース

＊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。
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◆ お手軽コース　シェイプ２回教室
　▶日程＝①２月21日㈮と５月頃 ②３月11日㈬と

６月頃　▶対象＝ 20 〜 74歳　▶申込＝①２月７
日㈮まで ②２月26日㈬まで

◆ しっかり取り組む　シェイプ４回教室
　▶日程＝２月21日㈮から５月まで毎月１回を予定　

▶対象＝ 20 〜 64歳　▶申込＝２月７日㈮まで
【共通事項】
　▶場所＝保健センター　▶時間＝午前９時30分〜

午 後１時　 ▶ 対 象 ＝ 腹 囲85cm 以 上（男 性 ）・
90cm 以上（女性）か、BMI（体重 kg÷ 身長 m÷ 身
長 m）が25以上の人　▶定員＝各30人　▶費用＝
ランチがある回のみ500円

＊治療中の人は、事前に医師と相談してください。
＊特定保健指導として利用できます。

　「お腹回りが気になる」というあなた。冬はクリス
マスケーキやお餅など、誘惑がいっぱいでつい食べ
過ぎてしまいがち…。でも、ちょっと待って！「こ
れなら続けられる」が実感できて、健康的に痩せら
れる教室がありますよ。
問健康医療推進室 保健活動担当
　☎ 955-9705　ＦＡＸ   955-2054

　「実は、内臓脂肪は落ちや
すい」など、知って得する
内容が盛りだくさん。筋肉
を落とさず、体脂肪を落と
す方法を知って効果的に痩
せましょう。

　おいしくて栄養バランスのとれたランチが
500円で体験できます。

カンタンな運動と健康ランチで生活習慣予防

食べて学べるのはこの教室だけ！

健康管理のプロによるレクチャー

ポッコリおなか
にさようなら！シェイプ

アップ教室

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。委員の交代があった地域では、
今後、新旧の委員が地域を回ります。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民生委員・児童委員を知りた
い人は、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
　☎ 955-9516　ＦＡＸ   951-7739
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