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今回オープンする庁舎
▼

新庁舎全体完成イメージ

令和５年

２月６日 ㊊
　令和3年から工事が進められてきた市役所の新庁舎。
１期の工事が終了し、いよいよ開庁を迎えます。皆さま
にとって使いやすく便利になる、庁舎の特徴をご紹介！
問公共資産活用推進室 庁舎・財産管理係
　☎ 955-9680　℻ 951-5410

＊２月３日㈮までは、現庁舎で業務をしています。移転準備と並行
するため、特に窓口手続きの混雑が予想されます。ご不便をお
かけしますが、ご協力いただきますようお願いします。

１階　市民課、会計課、市民相談担当など
２階　税務課、国民健康保険課など
３階　社会福祉課、子育て支援課など
４階　秘書課、防災・安全推進室など
５階　議会諸室

フ
ロ
ア
案
内
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☑市民の安全・安心を支える
・災害時にライフラインが途絶えても、災害対策本
部としての機能が維持できます。

・地震に強い免震構造を採用しています。
・窓口カウンターには、一定間隔で仕切りを設置。
半個室のカウンターもあり、プライバシーを確保し
ます。

　現庁舎が抱える「関係部署が
分散している」「バリアフリー対応
でない」などの課題を解消します。

☑長岡京らしいデザイン
・天井などに、竹をモチーフとしたデザインを取
り入れています。

・外壁は、景観と調和する色合いにしています。
・２期庁舎完成後、建物周りを中心に、市の花で
あるキリシマツツジをはじめとした樹木を植え
ます。

☑誰もが利用しやすい
・利用が多い窓口機能を集約。各種手続きが同じ
建物内で完結します。

・「書かない窓口」「待たない窓口」を開始。手
続き時の記入負担や待ち時間を軽減します。

・庁舎全体をバリアフリー化。エレベーターやスロ
ープ、使いやすい高さのカウンターなどを設置して
います。

議場傍聴席入口のスロープ 地震の揺れを軽減する免震構造

☑優れた経済性と環境性能
・エネルギー消費量の少ない設備機器を導入してい
ます。
・太陽光や通風など、自然の恵みを生かした環境に
やさしいシステムを活用しています。

・外の熱を入れず、中の熱を逃がさない仕組みを取
り入れています。

太陽光発電パネルが設置された窓ガラス １・２階の道路側には竹モチーフの日よけが

天井デザイン

多様なニーズに
応えるカウンター
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　市役所窓口でありがちな「何度も書く」
「長時間待つ」を解消！　新庁舎では、マイ
ナンバーカードやタブレット、スマートフォン
などを活用して、市役所での手続きを簡単・
便利にします。
問デジタル戦略課 デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

　受付番号発券機で呼び出し番
号札（整理券）を取ってください。

　住民票などの証明書は
マイナンバーカードがあれ
ば、市役所やコンビニに
あるマルチコピー機でも
発行できます。申請書へ
の記入不要で、手数料が
窓口よりも100円安くな
ります（期間限定）。

　窓口の呼び出し状況は、
スマホなどで確認できます。
番号が近づいてから窓口に
行けば、滞在時間の短縮に。

　市民課で手続きが終わると、
案内票をお渡しします。手続き
が必要な他の窓口では案内票を
提出してください。職員が基本
情報を印字した申請書を作成し
ます。

　転出証明書や運転免許証、在
留カード、マイナンバーカード
を提出してください。スキャナ
で読み取り、必要事項が入力さ
れた書類を作成します。
＊一部、記入の必要な項目もあ
ります。

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■

■■■■■■■■
■■■■■■■■

1 11 　新庁舎１～３階で導入
予定の「書かない」窓口
システム。開庁に先立ち、
現庁舎でも一部の手続き
で実施します。

▶実施窓口＝市民課、高齢介護課、
国民健康保険課、医療年金課
▶対象手続き＝転入、転出、転居、
介護保険、国民健康保険、年金、
後期高齢者医療など

＊市民課での手続き例です。市民課以外の窓口で
の手続きは、直接その窓口へお越しください。
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　開庁に先立ち、皆さまに新庁舎をお披露目する場として、
内覧会を開催します。申し込みは不要です。アゼリア通り
沿いの１階入り口から入場してください。

▶日時＝１月27日㈮午後１時30分～４時30分
　　　　１月28日㈯午前９時～11時
　　　　＊いずれも受付は終了３０分前まで。
▶場所＝市役所新庁舎（１期庁舎）
＊混雑が予想されますので、車での来庁はご遠慮ください。

　1月20日㈮から、チャイムを新庁舎へ移
行します。位置や高さが変わるため、これ
までと聞こえ方が変わる可能性があります。
問市青少年健全育成推進協議会
　（生涯学習課内）
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

１月27日㊎
28日㊏

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

現庁舎東棟・南棟解体工事

2期庁舎新築工事、移転
３
月

10
月
11
月

10
月 北棟解体工事

11
月 外構整備など

５
月

12
月

引き続き、現庁舎の解体や企画・財政部門、
教育部などが入る２期庁舎の建設工事が行わ
れます。２期庁舎は令和７年１１月にオープン予
定です。市民ひろばなどの外構が整う全体完
成は令和８年１２月を予定しています。

市ホームページでも
庁舎建設の詳細を
お伝えしています。

コ
チ
ラ
か
ら

　庁舎移転作業に伴い、昨年12月下旬か
ら閉鎖しています。新庁舎では５階の議場
横に設置予定です。どなたでも資料などの
閲覧ができますので、ぜひご利用ください。
問議会事務局 議事調査係
　☎ 955-9731　℻ 951-4091

＊広報２月号でも、各フロアの詳細など、
　新庁舎の話題をお伝えします。

アゼリア通り

現庁舎

新庁舎
（１期庁舎）

ここから入場してください。
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今年も

50周年　　　　イベントが
　止まらないっ！

申込は
こちら

　今回の夢プロには、東京2020オリンピック
でも大活躍した山西利和選手が登場！ さらに、
２月のアート企画の参加も募集します。
問市制50周年プロジェクトチーム
　広報発信課　☎ 955-9660　℻ 955-9703

　日本初の世界陸上２連覇や、日本人２人目となる世界陸上連盟
の委員就任など、世界のトップを歩む山西選手。地元ならではの
アットホームな空気で、陸上に出合った中学時代から今に至るま
での話を聞きます。あなたの質問にも答えてくれるかも! 世界最
高レベルを実感できる競歩対決も開催します。

▶時間＝午前10時～11時30分
▶場所＝長岡第三中学校 体育館
▶対象＝中学生以上（100人。応募多数の場合は抽選）
▶申込＝1月16日㈪午後5時までに、
　　　　右記QRか電話で。
＊トークライブ参加者のうち、
　抽選で20人が競歩対決に参加できます。

YA
M
A
N
IS
H
I

　
TO
SH
IK
A
ZU世界王

者が

　母校
に凱旋

！
市制50周年

「夢叶え
たい人、この指とまれ」 プロジェクト夢の

1.29　トークライブ
　　　　　＆ミニ競歩対決

2023

sun

山
や ま に し

西 利
と し か ず

和 さん
長岡第三中出身
愛知製鋼陸上競技部所属

競歩選手の

結婚・金婚の記念フォトを旧庁舎で

▶時間＝①午前10時 ②午後1時 ③午後3時　
▶対象＝小学生以上（各回15人）4年生以下は
保護者同伴　▶申込＝1月31日㈫午後5時まで

　プロのヘアセット・衣装＆撮影で一生の思い出を。

▶所要時間＝30分～1時間程度
▶対象＝市内在住・在勤の ①入籍日が昨年４月～
今年３月のペア1組 ②結婚50年以上の夫婦1組
▶申込＝1月27日㈮午後5時まで

夢プロジ
ェクト

　オリジナルのハンコで作ったメッセージカードで、
３年後の自分や大切な人にメッセージを送りませんか？

申込は
こちら

消しゴムハンコ作り
　　　　＆タイムカプセル郵便

おみや写真館 さん と叶える

アートプロジェクトの
詳細は２月号で

市役所 × アート＝忘れられない体験！

　アートプロジェクト　
　レトロな庁舎とアートが出合う新感覚な空間で、とっておきの
体験はいかが。企画の一部で今月から申込受付が始まります。
【共通事項】▶抽選　▶申し込みは右記QRか電話で

2.19 2.18
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選挙に関してよくある質問をまとめました。
詳しくは市HPへ ▷▷▷

 今回投票できるのは、①～③のすべてを
 満たす人です。

▶ 私は投票できますか？
 投票できます !
 投票所で係員にお声掛けください。

▶ 入場券をなくしました…

心臓・じん臓・
呼吸器・直腸
ぼうこう・小腸

免疫
・
肝臓

両下肢・体幹・
移動機能

身体障害者
手帳 １級・３級 １級～３級 １級～２級

戦傷病者
手帳

特別項症～第３項症
＊免疫の障がいを除く

特別項症～第２項症
＊移動機能を除く

要介護５の認定を受けている人、 右の表に該当する
人は、 郵便投票ができます。郵送での手続きが必要
ですので、 1月11日㈬までに請求してください。

▶ 身体が不自由で投票所に行けないのですが…

▷ 病院などの施設に入院・入所中の人
▷要介護５の認定を受けている人
▷右の表に該当する人

郵便投票が
できます

 1月13日㈮までに各戸へ配布し、
 市ホームページにも掲載します。
 市役所・中央公民館・バンビオにも置いています。

▶ 選挙公報が読みたい !

こんなときどうするの ?

 ① 平成17年１月16日以前に生まれた人
 ② 令和4年10月7日までに長岡京市に
 　 住民登録をした人
 ③ 選挙人名簿に登録されている人
  ＊ 市外に転出した人は投票できません。

また、他市町村に一時的に滞在している人、病院
などの施設に入院 ・ 入所中の人には、 滞在先や施
設で投票できる制度があります。

　市公式 LINEで最終投票を実施し、
立命館高校３年生 下枝愛佳さんの作品
が選ばれました。たくさんの応募・投票
をありがとうございました !

啓発ポスターを
高校生がデザイン !\ /

　任期満了に伴う市長選挙と、欠員に伴う市議会議員補欠選挙を
実施します。あなたの大切な一票を、忘れずに投票しましょう。

問 長岡京市選挙管理委員会（総務課内）
　 ☎ 951-2121 （代表）　 ℻ 951-5410

市長選挙 ・ 市議会議員補欠選挙

私たちの将来を託す市政の代表者を選ぶ選挙です。あなたの大切な一票を、忘れずに投票しましょう。
問 長岡京市選挙管理委員会（総務課内）　 ☎ 951-2121（代表）　 ℻ 951-5410

入場券（はがき）を持って投票所へ
 　表面の「誕生日欄」を記入し、
 記載の投票所にお越しください。
 　期日前投票をする人は、裏面の
 必要事項を記入してください。

【期日前投票】午前 8 時 30 分 ～ 午後 8 時
1月 ９日（月・祝）～ 14日㈯　市役所 ４ 階 大会議室 A
1月13日㈮    ～ 14日㈯　バンビオ 1 番館 1 階

1月15日 ㊐
午前７時～午後８時

市
H
P
へ
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参加しよう
聴覚言語障がい者学級

やってみようスクエアステップ
▶日時・場所＝2月22日㈬午後 2
時～ 3時 30分、中央公民館　▶対
象＝市内在住・在勤・在学で、聴覚言
語に障がいがある人（20人）　▶内
容＝転倒予防・認知機能向上・体力づ
くりに効果的な「スクエアステップ」
で、楽しく体を動かす　▶申込＝1月
5日㈭午前 11時から　▶手話通訳・
要約筆記・ヒアリングループあり
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

冬の京都社寺巡り！
ポールハイキングenjoyフェスタ
▶日時・集合＝1月29日㈰午前 8
時 30 分、市役所　▶内容＝JR 花
園駅から阪急烏丸駅までの約 9㎞
コース　▶対象＝市内在住・在勤・
在学の 18歳以上　▶費用＝600円　
▶申込＝1月25日㈬まで
問市スポーツ推進委員協議会事務局 
　（文化・スポーツ振興課内）
　☎ 955-9735　℻ 955-3150

整形外科医のミニ講演＆相談会
骨粗しょう症について

▶日時・場所＝1月20日㈮午後1時
30分～ 3時、保健センター　▶定員
＝15人　▶申込＝1月13日㈮まで
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　℻ 955-2054

神足ふれあい町家で
ギャラリーMACHIYA

▶期間・時間＝1月5日㈭～31日㈫、
午前 9時～午後 6時　▶内容＝やす
らぎクラブ長岡京の手まりサークルメ
ンバーが作った手まりの展示
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻ 202-9239

工作初心者でも楽しめる
西山ふれあいワークショップ

　木の伐採を体験した後、市内産木
材を使って、インテリアにぴったりの
小さな椅子を作ります。
▶日時・集合場所＝1月28日㈯午
後 1 時～ 5 時、西代里山公園　▶
対象＝市内在住・在勤・在学の小学
生以上（10 組）、小学生は保護者
同伴　▶費用＝1,000 円　▶申込＝
1月4日㈬から
問西山森林整備推進協議会事務局
　（農林振興課内）
　☎ 955-9687
　℻ 951-5410
　  nourinshinkou

セブラボの冬市 
～マルシェ＆フリーマーケット～

▶日時・場所＝1月15日㈰午前 10時～午後 3時、長岡京セブン
ストリート・ラボ（新田保育所跡地）　▶内容＝キッチンカー、手作り品の
販売、フリーマーケット　▶雨天時は 1月22日㈰に延期
問長岡京セブンストリート・ラボ運営委員会　sebulabo@gmail.com
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＊ 12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‼



  み
んな
の環境メッセージ 緑は空気をきれいにし、心を豊かにしてくれます。ちょっと手間でも木などの植物を植えて、

気持ちにゆとりを持つ心がけをしたいものです。 （うぐいす台・40代・おすーさん）

長岡京市少年少女発明クラブ
活動発表展＆おもちゃ工作体験
▶日時・場所＝1月28日㈯午後 1
時 20 分～ 2時 50 分、中央公民館
▶内容＝クラブ員の作品展示や、お
もちゃ工作体験コーナー
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

防災かくれんぼin長岡京
～本気で隠れて本気で遊ぼう～
▶日時・場所＝1月28日㈯午前 10
時 30 分～正午、きりしま苑　▶対
象＝小学生以上（20組）、小学 3年
生以下は保護者同伴　▶費用＝500
円（同伴者は不要）　▶申込＝1月
5日㈭午後 2時から
問市社会福祉協議会
　☎ 955-5601　℻ 952-2597

きりしま苑で
いきいき楽しく健康に

●新春きりしまステージ（観覧自由）
▶日時＝1月17日㈫・18日㈬午後
1時 30分～ 3時　▶内容＝演奏会、
詩吟、紙芝居、腹話術など
●モフトレ
　計測バンドを手足に着け、数値測
定をしながら体操をします
▶日時＝1月19日㈭午前11時～11
時 30分　▶対象＝60歳以上（5人）
▶申込＝1月5日㈭午後 2時から
●音楽に合わせて♪　リズム体操
▶日時＝1月24日㈫午後 1時 15分
～1時 45分　▶対象＝60歳以上
●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＝1月 26日㈭午後 2 時 30
分～ 3時　▶対象＝60歳以上
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

男性向け
生活お役立ち講座

●男性のための心理学 ～仕事・家庭
で活かせるコミュニケーション～

　「男はこうあるべし」。そんな先入
観にとらわれず、ストレスをためない
コミュニケーションを学びます。
▶日時・場所＝1月28日㈯午後1時
30分～ 3時 30分、バンビオ　▶対
象＝男性（18人）　▶講師＝京都橘
大学准教授 濱田智崇さん　▶手話通
訳・要約筆記＝1月13日㈮までに要
申込　▶託児＝1歳～就学前の子（6
人）。1月20日㈮までに要申込
●男性のためのセカンドライフプラン
▶日時・場所＝2月4日㈯午後 1時
30分～ 3時 30分、バンビオ　▶定
員＝18 人　▶内容＝人生設計や相
続・遺言など次世代への引継ぎにつ
いて　▶講師＝京都府金融広報委員
会金融広報アドバイザー 山副耕一
さん　▶手話通訳・要約筆記＝1月
20日㈮までに要申込
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521
　 danjo-c

Zoomで開催
京都府耳のことフェスタ

▶日時＝1月 29日㈰午後 1 時 30
分～ 4時　▶定員＝90 人　▶内容
＝聴覚障がい者の家庭・社会におけ
るコミュニケーション、社会参加など
について　▶申込＝1月13日㈮まで
＊インターネット環境のない人は、京
都市聴覚言語障害センターで視聴
可（定員20人）

問京都聴覚言語障害者福祉協会
　☎ 841-8337　℻ 841-8315
　cyubu3@kyoto-chogen.or.jp

中小企業診断士が教える
創業の基礎知識「起業セミナー」
▶日時・場所＝2月1・8・15日の㊌
（全 3 回）午後 6 時 30 分～ 9 時、
産業文化会館　▶対象＝創業を考え
ている人、創業したばかりの人（抽
選で20人）　▶費用＝2,000円
▶申込＝1月20日㈮までに下記QR
か電話で
問市商工会
　☎ 951-8029
　℻ 958-2473

実際に操作してみよう！
はじめてのスマホ体験講座

　ソフトバンクの講師に教わりなが
ら、楽しく気軽に体験できます。
▶日時・場所＝2月6日㈪①午前 10
時～正午 ②午後 2時～4時、バンビ
オ　▶定員＝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

子どもも大人も楽しめる
図書館のイベント

●冬のとしょかん文学講座
　宮沢賢治ってどんな人？
▶日時＝1月15日㈰午前 10 時 30
分～正午　▶定員＝10 人　▶申込
＝1月5日㈭午前 10時から
●よもう！たのしもう！かがくの本！
　紋切り遊び＆紋をデザインしよう！
　日本に古くから伝わる紋の文化を
紹介。赤ちゃん～大人まで楽しめる、
ミニミニ絵の本ひろばも同時開催。
▶日時＝1月 21日㈯午後 1 時 30
分～ 3時 30 分　▶対象＝小学生以
上（30人）　▶申込＝1月7日㈯午
前 10時から
問図書館
　☎ 951-4646　℻ 957-0732

おめでとう
ございます

◆高齢者叙勲
瑞宝双光章
元 公立高等学校長
　市川 欣三 さん

長岡京ライフ 2023.1　-　9
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●【情報防災を知ろう】災害時のデ
マ（流言）や風評に惑わされない
ための情報防災訓練
《企画：チーム防災OTOKUNI》

▶日時＝1月19日㈭午前 10 時～
11時 30分　▶定員＝20人

●音楽のリズムに合わせて用具を
使って筋力アップ＆ストレッチ

　《企画：日本3B体操協会京都南支部》
▶日時＝1月20日㈮午後 1 時 30
分～ 2時 45分　▶定員＝30人

●初級レザークラフト
　ポシェット作り
　《企画：石神誠》
▶日時＝1月24日㈫
午前 9時 30分～ 11時 30分
▶定員＝8人　▶費用＝2,000円

●長岡京市民大学
《企画：西村日出男》

▶日時＝① 1月26日② 2月23日
③ 3月23日の㊍午後 2 時～ 3 時
30 分　▶定員＝各回 25 人　▶内
容＝①エネルギーやごみ、資源の
ことを楽しく学べる体感型プログラ
ム ②子どものからだに適した運動
メニューは？ ③クラリネットとアコー
ディオンの音楽

●英語リズム体操
《企画：木野村奈美子》

▶日時＝1月27日㈮午前 10時 30
分～ 11 時 30 分　▶対象＝1歳～
就学前の子とその保護者（7組）

●教えて‼ ギガスクールとタブレッ
ト学習 ～読むことの支援～

《企画：山木弥生》
▶日時＝1月29日㈰午後 2時～ 4
時　▶定員＝会場 20 人・Zoom10
人　▶内容＝タブレットやスマート
フォンなどを使った「読みの支援」
について、専門家の話を聞く

●認知症予防と転倒予防によく効く
スクエアステップ！《企画：京都
でスクエアステップを広める会》

▶日時＝2月 9日㈭午前 10 時～
11時 30分　▶定員＝25人

●一人でも踊れる社交ダンス
《企画：辻本祐布子》

▶日時＝2月11・25日の㊏午前 10
時～ 11時 30分　▶定員＝10人

●いつまでもあなたらしく輝くため
の色レッスン《企画：杉原康子》

▶日時＝① 2月17日㈮ ② 2月28
日㈫午前 10 時～ 11 時 30 分（参
加はいずれか1日のみ）　▶対象＝お
おむね 40歳以上（4人）　▶内容＝
カラー診断など　▶費用＝400円

【共通事項】
▶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＝1月5日㈭午前 11時から
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

市民企画講座市民企画講座
＼ 中央公民館で ／

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

●４月使用分
当選の確認…1月15日㈰～25日㈬
申請の締切…1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

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＝1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

ヨガやスケート
体を楽しく動かして健康に

●基本から始めるヨガ教室
▶日時・場所＝1月から3月の㊌（1
月4日、3月 22日は除く）午後 1
時 30 分～ 2時 30 分、西山公園体
育館　▶対象＝18歳以上（各25人）　
▶費用＝4回 3,000円（1回 1,000
円）　▶要申込
●ウインタースポーツを楽しもう
　親子スケート体験教室
▶日時・場所＝2月4日㈯午前 9時
～午後 0時 15 分、京都アクアリー
ナ　▶対象＝小学生と保護者（15
組）　▶費用＝1組3,000
円　▶申込＝1月6日㈮
午前 10時から
●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＝2月11・18・25日
の㊏午前 10 時～ 11 時、西山公園
体育館　▶対象＝4～ 6歳（50人）　
▶費用＝3回 900円（初
回支払い）　▶申込＝1月
6日㈮から右記QRへ
●スポーツボランティアのための
普通救命講習

▶日時・場所＝1月15日㈰午前9時
15分から、バンビオ　▶対象＝18
歳以上（50 人）　▶費用＝100 円　
▶申込＝1月6日㈮午前10時から
問市スポーツ協会
　☎ 953-1161 ℻ 953-1163

「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 !
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税のお支払い
は確実に♪ 市・府民税の第4期納期限（口座振替日）は1月31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

新年の新たな趣味に！
語学を始めてみませんか

●実はカンタン⁉
　はじめての中国語講座（全5回）
▶日時・場所＝1月21日～ 2月25
日の㊏（2月4日を除く）午前 10
時～ 11 時 30 分、中央公民館　▶
定員＝24人　▶費用＝2,000円（会
員無料）　▶要申込
●外国人のための日本語教室
　初級向け（全４回）
▶日時・場所＝1月29日～ 2月26
日の㊐（2月12日を除く）午前 10
時～ 11 時 30 分、中央公民館　▶
定員＝20人　▶要申込
●ハッカライネン・ニーナさんと学ぶ
　日常英会話（全４回）
▶日時・場所＝2月2日～ 3月2日
の㊍（2月23日を除く）午後 7時
～ 8時 30分、中央公民館　▶定員
＝20 人　▶費用＝2,000 円（会員
無料）▶要申込
問市友好交流協会事務局
　（共生社会推進課内）
　☎ 955-3180　℻ 951-5410
　  kyouseishakai

　新型コロナワクチン予防接種証明書は、
紙や電子で入手することができます。

③市役所（窓口か郵送）  

②コンビニ等の端末 … マイナンバーカードと発行料が必要です。対応
　　　　　　　　　　 していない端末もあります。海外用が発行でき
　　　　　　　　　　 ない場合もあります。

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

①スマートフォンアプリ … マイナンバーカードが必要です。
　　　　　　　　　　　 海外用の発行にはパスポートも必要です。

●接種証明書の
　発行方法

新型コロナワクチン情報 
　市の集団接種を希望する人は、早めに予約を
お願いします。医療機関での個別接種や、府の
集団接種もご検討ください。最新情報は、
市ホームページでご確認ください。▶▶

＊上記①～③のほか、接種時に受け取った「接種済証」も、接種を
　証明する書類になります。

アプリのダウンロードなど、
接種証明書の詳細はこちら ▶▶

●市の集団接種は
　1月15日㊐まで

心のふるさと 新しい夢

長岡京室内アンサンブル

詳しくは
こちら

▶時間＝午後3時から（午後2時開場）　
▶場所＝長岡京記念文化会館 
▶費用＝S席4,000円、A席3,000円、
　Ｂ席 2,000 円（当日は＋ 500円）

　青年期を長岡京市で過ごした世界的
バイオリニスト、森悠子さん。「地域ご
とに独自の音色を持つオーケストラが
あるヨーロッパのように、長岡京独自の
音色を持つ演奏団体を育てたい」と、国
内外から演奏家を集めました。 問長岡京記念文化会館

　☎ 955-5711
　℻ 955-4774

〔土・祝〕2
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1月5・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、ページ右下をご確認ください。 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

応募しよう

長岡京展への出展作品
　専門家の審査で入選・入賞した作
品は、長岡京展で展示します。今年
度は市制 50周年記念特別賞も。
▶対象＝乙訓地域在住・在勤・在学
の 15 歳以上か、市文化協会会員
▶部門＝絵画・書・写真・工芸
▶出展料＝一般 2,300 円、会員
1,500円、18歳以下 1,000円
▶応募方法＝1月4日㈬～31日㈫に、
申込用紙と出展料を持って下記へ
＊募集要項と申込用紙は下記や中央
公民館、バンビオにもあります。市
ホームページからも印刷できます。
問市文化協会事務局（文化・スポー
　ツ振興課内）
　☎ 955-9734
　℻ 955-3150

経験不問!  介護保険の
要介護認定調査員

▶業務内容＝訪問調査、調査票作成
▶採用＝4月　▶勤務時間（応相談）
＝平日午前9時～午後5時のうち3.5
時間か7時間、週1～ 4日　▶勤務
地＝市役所高齢介護課　▶賃金＝時給
1,228円　▶応募＝1月31日㈫まで
問高齢介護課介護保険係
　☎ 955-2059　℻ 951-5410

市民が集う中央公民館
壁面広告でPRしませんか

▶対象＝市内で活動（営業）する
団体　▶規格＝B2サイズ　▶掲示
場所＝北入口通路（下図の★部分）　
▶掲示料＝1枠 1月2,000円

問中央公民館　
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

公立保育所の給食を支える
栄養士

▶資格＝管理栄養士か栄養士の資格
を持つ人　▶募集人数＝1人　▶勤
務時間＝平日午前8時 30分～午後 5
時（週 37.5 時間）　▶勤務地＝市役
所子育て支援課　▶勤務期間＝3月
31日㈮まで　▶賃金＝日給 8,474 円　
▶選考＝面接など　▶応募＝随時
問子育て支援課保育係（分庁舎 3）
　☎ 955-9518　℻ 952-0001

乙訓休日応急診療所
看護師登録者

▶資格＝看護師か准看護師の資格を
持つ人　▶募集人数＝若干名　▶勤
務日・時間＝日曜日、祝・休日、年末
年始、午前8時30分～午後5時（1
時間休憩含む）　▶勤務地＝下海印寺
下内田 101 番地（京都済生会病院
別棟2階）　▶賃金＝日給16,506円　
▶選考＝面接など　▶応募＝随時
＊登録者の中から必要に応じて雇用
するため、登録後すぐに勤務でき
るわけではありません。
問乙訓休日応急診療所
　☎ ℻ 955-3320

市HPへ

一部：午前10時45分～
二部：午後 1時15分～

        長岡京記念文化会館

問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

消防出初式
市制50周年記念1
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午前9時30分～11時50分
　　　長岡京記念文化会館
  式の後、八条ヶ池で一斉放水を
行います。訓練披露はありません。

文化財消防訓練
午前9時30分～10時30分
　　　柳谷観音 楊谷寺

1/26㊍ 文化財防火デー
1/23㊊～29㊐ 文化財防火運動

1
　22
〔日〕

　「成人」になる年齢は18歳になりましたが、今後も20歳の人
を対象に式典を行います。名称募集には122点の応募があり、
市内中高生など 1,151人の投票で決まりました!

市HPはこちら

1
　9
〔月・祝〕 「成人式」の新名称

文化財 から守ろう火災を

二
は た ち
十歳の祝典～未来へのはばたき二

は た ち
十歳の祝典～未来へのはばたき~

確認してください
【予約不要】マイナンバーカード

平日夜間の時間外交付
▶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＝1月 4日㈬、1月 6・13・
20・27日の㊎、1月10・17・24日
の㊋午後５時～7時 30分
＊庁舎移転作業のため、1月の休日
時間外交付はありません。
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

＊小雨決行、雨天中止

12　-　長岡京ライフ 2023.1



この冬は、全国的な電力不足が懸念されています。無理のない
範囲でご協力をお願いします。　問環境政策室　☎ 955-9542

節電にご協力を
お願いします

節電の参考に！
「家庭の省エネ秘伝の書」

▶▶

⇒ ⇒ ⇒
市公式LINEか
郵送で手続き

約1か月後に
振り込み

水色の封筒で
確認書が届く

記載内容が
正しいか確認

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）

＊DVなどの理由で住所地以外に避難中の人は、下記へお問い合わせください。

　　必ず
手続きが

　　必要 です

▶給付額＝①1人1万円　②1人5,000円（①と②の合計額を世帯主に給付します）

▶対象＝令和4年9月30日現在、本市に住民登録があり、下記のいずれかにあてはまる人
　①18歳未満（平成16年4月2日～令和4年9月30日生まれ）の人

　②世帯主の令和3年中合計所得が622万円未満の世帯で、18歳以上（平成16年4月1日以前生まれ）の人
　＊②は、価格高騰緊急支援給付金の対象世帯（12月に灰色の封筒が届いている世帯）の人は、対象外です。

　物価高騰中の家計を支援するため、給付金を支給します。
2 月上旬までに、下記の対象者がいる世帯の世帯主宛てに
「確認書」が届きます。

詳しくは
市HPへ

基準日：令和4年9月30日

くらし支援給付金
18歳未満は全員対象 

土地・建物の所有者が変わったら
口座振替手続きも忘れずに

　土地や建物の名義を変えたときは、
固定資産税・都市計画税振替口座の
再登録が必要です。口座振替を希望
される場合は、忘れずに金融機関で
登録手続きをお願いします。
＊令和4年中に名義変更があり、口座
振替手続きがない場合は、納付書
をお送りします。
問税務課収納管理係
　☎ 955-9509　℻ 951-5410

固定資産税・都市計画税
「建替特例」の申告は3月末まで
　1月1日時点で住宅が建っている
土地は住宅用地特例が適用され、更
地より税額が安くなりますが、住宅
が建築中の場合は適用されません。
ただし、年をまたいだ建て替えで、
次の全てに該当する場合は適用され
ます。3月末までに申告してください。
①取り壊した年の 1月1日時点で住
宅が建っていた ②同じ敷地で建て替
えている ③取り壊した年と、その翌
年の 1月1日時点での土地と住宅の
所有者がそれぞれ同じか、配偶者や
直系血族である ④ 3月末までに基礎

工事に着手している
＊申告用紙や申告要領については、
市ホームページに掲載しています。
問税務課資産税係
　☎ 955-9508　℻ 951-5410

事前のインストールで役立つ
災害に備える停電確認アプリ
　停電したときには、「停電情報ア
プリ（関西電力送配電）」が便利です。
スマートフォンやタブレットに地域の
停電情報が届きます。その他、関
西電力送配電ホームページや、同社
コンタクトセンター（☎ 0800-777-
3081）でも確認できます。
●ホームページでの確認方法
　関西電力送配電ホームページ内の
「停電情報」から。停電発生時は、
地域や軒数が市町村や地区ごとに表
示されます。

問防災・安全推進室防災・危機管理担当
　☎ 955-9661　℻ 951-5410

医療従事者の届け出は
1月16日㊊までに

　医療従事者の資格を持つ人は2年
ごとの届け出が必要です。所属先でオ
ンライン手続きができますが、困難な
場合は以下のとおりお届けください。
●医師・歯科医師・薬剤師の人
　住所地か就業地の保健所へ
●保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士で、令和4
年 12月31日現在就業している人

　▶就業地が京都市内の人＝京都府
　　医療課（☎ 414-4746）へ
　▶就業地が京都市以外の人＝就業
　　地の保健所へ
問乙訓保健所企画調整課
　☎ 933-1152　℻ 932-6910

福祉的就労施設へ通う人へ
電車・バスの交通費を助成します
▶対象＝就労継続支援 A型・B型、
就労移行支援事業所へ通所している
人　▶内容＝福祉的就労施設の通
所に要した交通費の半額（上限月
5,000 円）を助成　▶申請＝1月4
日㈬～ 2月28日㈫
＊郵送でも申請できます。
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001

無料アプリの
ダウンロードページ

関西電力
送配電HP
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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　1月5・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 ℻ 951-5410

【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。

当日は、京都市内全域で大規模な渋滞の発生が予想されます。京都市内へお出かけの時は、
公共交通機関をご利用ください。 問京都市役所市民スポーツ振興室　☎ 222-3138

2月19日㊐は京都マラソン
ノーマイカーデーにご協力を

保険料の納付確認書を
1月下旬に送付します

　昨年中に納付された国民健康保険
料、介護保険料、後期高齢者医療保
険料の額を記載した確認書をお送り
します。介護保険料は、納付書・口
座振替での納付額をお知らせします。
年金天引きの納付額は、日本年金機
構などからの源泉徴収票で確認して
ください。
問国民健康保険料：国民健康保険課
　☎ 955-9706　℻ 951-5410
問介護保険料：高齢介護課
　☎ 955-2059　℻ 951-5410
問後期高齢者医療保険料：医療年金課
　☎ 955-9519　℻ 951-5410

【国保加入者対象】
医療費通知を送付します

①7月～11月診療分：1月末に送付
② 12月診療分：2月末に送付
（1月～ 6月分は 9月に送付済み）
　昨年度までは 7～ 12月分をまと
めて2月に世帯主へ送付していまし
たが、今年度からは 2回に分けて送
ります。通知には支払った医療費の
金額等が記載され、確定申告の際に
添付すると、医療費控除の明細の記
載を簡略化できます。
問国民健康保険課国保係
　☎ 955-9511　℻ 951-5410

相談 ＆ 説明会
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・場所＝1月23日㈪午前 10
時～ 11 時 45 分、市役所　▶申込
＝1月18日㈬まで 
問福祉なんでも相談室（分庁舎 3）
　☎ 955-3177　℻ 951-7739

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝1月10・17日の㊋・
30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

見えない人・見えにくい人へ
訓練や情報交換・交流会を開催
▶日時＝①1月18日 ② 2月15日 ③
3月15日の㊌午前10時～正午 ▶場
所＝①②産業文化会館 ③向日市寺戸
公民館　▶対象＝京都府南部在住の人
問①②市視覚障害者協会
　☎ 090-2386-2579
　③京都府視覚障害者協会向日支部
　☎ 933-1702

1月は児童扶養手当の支給月
振り込みは1月10日㊋です

　11月（新規認定者は認定月）から
12月分の児童扶養手当を口座に振り
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4年度現況
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

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）高齢者の消費者トラブルを防ごう！

あなたの周りは大丈夫？

消費者
トラブル

　高齢者が被害に遭ったという相
談が、全国の消費生活センターに

寄せられています。電話勧誘や訪問販売で、
「お金」「健康」「孤独」に関する不安をあ
おられ、不要な契約を締結してしまう場合
があります。
　右記は、高齢者の消費者トラブルを防ぐ
ための見守りポイントです。契約について
不安に思ったり、トラブルにあったりした場
合は、なるべく早くご相談ください。消費
生活センターへは、本人だけではなく家族
や周囲の人からも相談することができます。

家の様子について
□見慣れない人が出入りしていないか
□不審な電話のやりとりがないか
□見慣れないもの、未使用のものが増えていないか 
□見積書、契約書などの見慣れない書類や名刺がないか 
□屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡はないか
□カレンダーに見慣れない事業者名などの書き込みがないか

本人の様子について
□定期的にお金を支払っている形跡はないか 
□お金に困っている様子はないか 
□判断能力に不安を感じることはないか

見守り
ポイント
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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

㊐㊗㊡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）

＊上記に移転しました。受診前にお電話ください。
  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

21日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

15日 神部整形外科 ☎958-0270
　　 （神足3-4-8）

22日 京都済生会病院 ☎955-0111
　　 （下海印寺下内田101）

22日 千春会病院 ☎954-2175
　　 （開田2-14-26）

13日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

29日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

28日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

29日 京都済生会病院 ☎955-0111
　　 （下海印寺下内田101）

『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）

（億円） （億円）
0 30 60 90 120 150

　＊単位（万円）未満を四捨五入しています。

0 30 60 90 120 150

国庫支出金

市 税

54億9,179万円その他  

17億8,985万円繰入金

23億3,000万円地方交付税　　 

24億9,252万円府支出金    

69億7,680万円市 債         

　 主な
●  歳入（収入） ( 収入率 ）予算現額

393億
8,413万円

予算総額

393億
8,413万円

予算総額

執行率
33.3％

収入率
43.8％

令和4年度上半期 (2022.4～2022.9)

市財政の状況を公表します
問財政課 財政係
　☎ 955-9541　℻ 951-5410

●  概況
　令和４年度の一般会計当初予算は、前年度比8.9％
増の340億3,300万円でスタートしました。前年度か
らの繰越事業費と4回の補正を経て、9月末の予算現
額は393億8,412万6千円となっています。
　9月末までに、予算に対し43.8％（約172億5,510
万円）が収入済み、33.3％（約131億464万円）が支
出済みです。

 139億9,127万円  （37.1％）

89億5,320万円 

43億9,115万円 

38億6,435万円 

33億8,472万円 

29億480万円

18億9,464万円　（45.3％）

民生費

衛生費

公債費

総務費

土木費

教育費

歳入 歳出

消防費・商工費・議会費・
農林水産業費・予備費・労働費

78億7,122万円

124億3,195万円　 （66.8％）

　 主な
●  歳出（支出） ( 執行率 ）予算現額

（21.2％）

（0％）

（7.9％）

（107.9％）

（15.2％）

（78.2％）

（22.7％）

（27.1％）

（39.1％）

（26.4％）

（49.1％）

令和5年1月から、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
詳しくは、地方税共同機構ホームページで。 問税務課　☎ 955-9509

軽自動車の車検は
軽 JNKSで変わる！
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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。
　翌月分も同じ。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】
11・18日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
＊予約は1か月前から。
行政相談 18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）
25日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
女性の一般相談・男性女性のDV相談
【いずれも面接は申込制】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・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（☎ 963-5522へ）
27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】
16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】
10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（肢体・視覚）
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
☎ 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】12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】
23日㈪ 午後1・2・3時、市役所か保健センター

特設人権相談 
10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、市役所東棟１階会議室

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

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
  7日㈯北包括、10・24日㊋きりしま苑、
14日㈯南包括、21日㈯西包括、28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

10日㈫ 10:30~ 一筆箋、メモ帳、染め製品 友愛印刷

13日㈮ 12:30~ べんがら染め製品、
縫製品、小物雑貨 乙訓若竹苑

20日㈮ 11:30~ 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。

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　▷20日㈮午前10時から「エノケンの
びっくりしゃっくり時代」、午後1時30分から「エノケ
ンの千万長者」
●  市民カラオケ　▷13・27日㊎午後1時30分から
（入場制限あり）
●  空き部屋利用申請　▷3月分までは5日㈭から
随時受付 ▷4月～6月分は5日㈭～16日㈪

市民無料相談　

きりしま苑　 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

●  第９回市長杯書道大会
▷30日㈪午前9時30分～正午　▷10日㈫～23日㈪
に要申込　＊課題は申込時に発表

 竹寿苑　 ☎℻ 954-6830

ほっこりんぐ
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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HP

◆ サービス Pick Up

■ 文庫まつり　読み聞かせ、工作など
▷14日㈯午後2時～ 3時、図書館　▷当日先着15組

■ 大人による子どもの本を読む会
▷19日㈭午前10時～正午、図書館　▷テーマ本：
ジェイムス・クリュス 「笑いを売った少年」 （未知谷 /刊）

■ ぶんこピクニック 
▷28日㈯ 午後2時30分 ~3時、
勝竜寺城公園管理棟　▷小学生以下（当日先着8人）

　本好きの王様に、世界中から「珍
しい本」の話を集めるように命じら
れた男２人。旅から戻って語られた
「その本は」から始まる約５０の物語
は、どれもが奇想天外なお話たち。
又吉直樹氏とヨシタケシンスケ氏の
魅力がギュっとつまった１冊です。

その本は
又吉直樹／著　ヨシタケシンスケ／著　ポプラ社／刊

休業・休館　※1月1日（日・祝）～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 4
図書館 ㊊と 4・10・31
北開田会館 ㊏午後・㊐㊗
北開田児童館 “キッズナ ” ㊐㊗と 4 ・ 7 ・ 28午前
西山公園体育館 ㊋と 4
スポーツセンター 4
埋蔵文化財調査センター ㊏㊗と15・29

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.（西山天王山駅前）

㊌

中央公民館 ㊊と 4・10
長岡京こらさ 4・9

シルバー活動交流フロア ㊏㊐㊗と 4
あったかふれあいセンター ㊐㊗と 4
神足ふれあい町家 4
中山修一記念館 ㊋と 4

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

4は
17時閉館

中央生涯学習センター 4
生涯学習団体交流室 ㊗と 4

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 ㊌

定期開催
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㈮・14日㈯・20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】
22日㈰スポーツセンター、28日㈯西山公園
体育館、いずれも午前9時～ 11時20分
学校グラウンド夜間照明　2月分の抽選日
16日㈪午前9時から、市役所3階第一委員会室

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で受付
2月  1日～ 28日使用分…1月13日㈮
2月16日～ 28日使用分…1月31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】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㊊（年始9日から） ▷午前9時～
　9時30分、中央公民館市民ひろば
毎週㊍（年始12日から） ▷午前9時～
　9時30分、勝竜寺城公園駐車場
毎週㊏（年始7日から） ▷午後3時～ 5時 
   バンビオ広場公園

農林振興課
☎ 955-9514

＊年始のふれあい　
朝市・夕市は、
先着順で花苗を
プレゼント。海印寺ふれあい市　毎週㊋㊍㊏（年始5日から）

▷午前9時～ 11時　JA海印寺支店駐車場

読んだ本の履歴が残せる
「My 本棚」
　借りて読んだ本、後から履歴
を見返せたらいいのにな…。
　そんなアナタには図書館 HP
にあるサービス「Ｍｙ本棚」が

オススメ｡ 貸出履歴やコメント登録など、
インターネット上で読書記録が残せて便利
です。「マイページ」にログインしてご利
用ください♪

＊ 【サポセン】 4日㈬はミーティングスペースのみ利用可

＊
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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。

■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  

】

■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
　「書かない」「待たない」窓口を備える新庁舎。
　いよいよ２月○日から利用開始です！　（ヒントは2~4ページ）

■応募方法（締め切り1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 
1月号プレゼントクイズ係

【  

宛 

先  

】

P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 正解者３人に、抽選で図書カード（500円）が当たります。

QRなら
応募が
簡単♪

無料で譲りたい・譲ってほしいものが
あれば下記へ。
＊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へ。

●譲ります
ジュニア用掛け布団、脚立　など
●譲ってください
自転車空気入れ、こたつ布団　など

家庭から出た 可燃ごみの量　11月分 922.59ｔ ( 前年同月 1,004.37 t ）

問環境業務課　☎ 955-9548家庭用品活用コーナー

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。

◆はじめての茶道～抹茶の美味しさに感動～
▷1月12日 ㈭、 14 ・ 21 ・ 28日 ㊏14時 ～ 15
時、 バンビオ ▷対話を大事に進行。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）

◆大人のためのトランポリン
▷1月18・25 日㊌ 13時～ 14時半、西
山公園体育館 ▷40～ 60代の人▷1回
500円 ▷健康維持にどうぞ。見学も可
問ふるふるトランポリン 菅谷 
　（☎ 090-3709-5705）

◆講演会▷①1月21日㈯②2月25日㈯14
時～16時半、 中央公民館 ▷ ① 「医師の働
き方について」 第二日赤脳神経外科部長 
村上陳訓氏 ② 「旧統一教会の問題につい
て」 元関大教授 小田淑子氏 ▷HPあり 
問時事問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆第52回長岡京市新春囲碁大会
▷1月22日㈰9時半～ 18時半、中央公
民館▷2クラスハンディー戦▷一般
2,500円、女性・高校生以下1,500円
問乙訓囲碁クラブ 中川（☎ 954-1560）

◆健康寿命を延ばそう～足がすべて～
▷1月の毎週㊌13時～ 14時、バンビオ ▷
おおむね60歳以上 ▷ 「生活筋力」 を高め
るための座ってできる筋トレ体操 ▷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）

◆保護者のための講演会「小学校入学
前・入学後の心構え」▷2月4日㈯ 10
時～正午、バンビオ ▷講師は京都西山短
大講師 南川聡美氏 ▷2,000円▷ HPあり
▷QRから要申込 問Bambino 
yoga 佐藤 （☎ 090-6058-6981）

◆Dr. 中瀬のあなたを再発見 笑いヨガ
▷2月12日㈰14時～ 16時、 バンビオ▷
笑いヨガで楽しい毎日を過ごしましょう
▷1,000円▷FB、 ブログあり▷1月5日
㈭から要申込 問らふさぽーと 澤田
（☎ 090-6377-0296）

◆グランドゴルフ同好会
▷毎週㊊㊍9時半～正午、長岡公園▷
楽しくスポーツをしませんか▷年6,000
円 問樋口（☎ 951-5665）

◆すみのえかるた会
▷毎週㊌10時～ 15時、産業文化会館 
▷百人一首▷月1,000円▷どなたでも。
初めての方歓迎
問木島（☎ 954-9550）

◆詩吟を楽しむ会
▷月3回㊋9時半～正午、中央公民館
▷腹式発声でのどが鍛えられ、ストレス
解消や老化防止に ▷月1,500円
問岡本（☎ 090-1243-7866）

◆長岡京墨遊会 ▷毎月第2・４㊋9時半
～正午、中央公民館・バンビオ▷中国
水墨画を描いてみましょう▷入会2,000
円、月3,000円▷市民文化まつり参加 
問小川（☎ 957-3740）

催しの案内

募集します

● 先月号の答え…ホタルの家
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田
た お か

岡 勇
ゆ う と

人 さん / ４年生
３Rをイメージしたリサイクル、リユース、リデ
ュースのヒーローを作り、小さな子にも大人
にもわかりやすく３Rをつたえようとしました。

「地球を守ろう
　　　　　　　　豊かな地球へ」

丸
まるやま

山 稀
き り ん

鈴 さん / ６年生
気を付けたところは、書きはじめがキレイに見
えるように、しっかりと筆を置いたところと、
全体のバランスを考えて、ひらがなを少し小さ
めに書いたことです。

「中秋の名月」

平
ひ ら の

野 玄
げ ん ぶ

武 さん / ２年生
切りぬいたら魚に見えたので、目をつけて
魚にしました。とても楽しくできました。

「はさみアート
　　　　　　　ふしぎなさかな」

神足小学校 の
ステキな作品をご紹介！

今月はスクール
ぎゃらりー
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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。

1月のイベント 施設開放

1 ㊗

2 ㊡

3 ㊋

4 ㊌

5 ㊍

6 ㊎

7 ㊏

8 ㊐

9 ㊗

10 ㊋ A 子育てミニ教室
11 ㊌ B 子育てぴよぴよ教室
12 ㊍ C ぷちキッズナ 「 遊びの広場 」
13 ㊎

14 ㊏

15 ㊐

16 ㊊

17 ㊋

18 ㊌ D たんぽぽにあつまれ～
19 ㊍ E あかちゃん絵本の相談会
20 ㊎

21 ㊏

22 ㊐

23 ㊊

24 ㊋ E あかちゃん絵本の相談会
25 ㊌

26 ㊍

27 ㊎

28 ㊏

29 ㊐

30㊊ Fママのしゃべり場
31 ㊋ G 親子で英語ミュージック

　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）

　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

C
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） /
2 月は ２ 日㈭ に開催（申込は2週間前の 10:00 ～）

D
おもちゃを使った自由遊び、 育児相談 /
10:30 ～ 11:30 / 就園前の子と保護者 （8組） /
2 月は 1 日㈬ に開催（申込は2週間前の 10:00 ～）

午前休館
　図書館 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

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）

　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歳の子と保護者

A テーマ：英語で遊ぼう/ 10:30 ～ 11:00 / 
３か月～３歳の子と保護者（10組）/申込受付中

B おやこあそび /10:30 ～ 11:00 /
０歳児と保護者（5組）/申込受付中

F   テーマ：私のおすすめスーパー / 10:30 ～ 11:30 / 
未就学児と保護者（5組）

G Fab Music. /
10:30 ～ 正午 / 未就学児と保護者 （10組） 

申込開始

申込開始

読み聞かせも
あるよ

1 月 5 日 ㈭ 
14：00

1 月 5 日 ㈭ 
10：00

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

20　-　長岡京ライフ 2023.1



問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732えほんの紹介♪

へんしん
どうぶつ
三浦 太郎 / 作
ほるぷ出版 /刊

 司書のおすすめ！

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

子育て応援講座
ZOOMで
開催♪

Hello Baby 教室
1月14日㈯　9:30~
▷妊娠中から産後の生活、
抱っこや沐浴、歯や食事な
どの話

離乳食教室
1月16日㈪ ① 13:30~ 
　　　　　    ② 14:20~
▷離乳食の話 ① 5~7か月頃

1歳からの歯の教室
1月16日㈪　10:00~
▷虫歯予防や歯磨きの話

詳しい内容や
予約はこちら →

ひよこさんが、ライオンさんになっちゃった !
ページをめくるたび、どんどん動物の顔が
変わっていきます。ねずみがゾウに、りす
が馬に…。あかちゃんが楽しめる要素たっ
ぷりの、穴あきしかけ絵本です。

②8~12か月頃

市
H
P
へ

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

【パパ ママ より】
毎日色んな表情を見せてくれて
たくさん幸せをありがとう。
すくすく元気に育ってね！

【パパ・ママより】
毎日元気いっぱいニコニコな結心
は、みんなを笑顔にしてくれます。
成長を楽しみにしているよ。

開田 勝竜寺

【パパとママより】
毎日賑やかな我が家があるのは
3人の子どもたちのおかげ。
優しく元気に育ってね

今里

  

瀬
川  

結ゆ
う
し
ん心 

ち
ゃ
ん （
7
か
月
）

  

白
井  

颯さ

く久 

ち
ゃ
ん （
2
か
月
）

   

野
堀  

詩う
た
の乃 

ち
ゃ
ん （
11
か
月
）

   

　
　

  

穂ほ

の

か
乃
果 

ち
ゃ
ん （
７
歳
）

   

　
　

  

泰た
い
せ
い成 

ち
ゃ
ん （
5
歳
）

予防接種・健診・教室

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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　サッカー J１の京都サンガF.C.による「夢のサッカ
ー教室」が開催されました。選手やアカデミーのコ
ーチから指導を受け、熱心に練習した子どもたち。
その後の質問タイムでも、「プロになるためにはサッ
カーを好きになって、常にサッカーのことを考えて、
いっぱい練習してほしい」という山田颯喜選手の話
に、真剣な表情で聞き入っていました。

目指せJリーガー！ サンガのサッカー教室

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

もっと！

11月26日　長岡第六小学校で

市制50周年記念「夢プロ」

11月23日　村田製作所 長岡事業所で 11月27日　立命館中学・高等学校で

健脚競う ガラシャロードレース 

　西山公園体育館周辺を駆け抜ける「長岡京ガラシ
ャロードレース」。市民ランナーら273人が参加し、
タイムを競いました。沿道の応援を受け、笑顔で走
り出したランナーたちでしたが、ゴール直前の体育館
への上り坂では、皆一様に苦

くもん
悶の表情に。それでも

最後は、全力を出し切ったすがすがしい顔で、ゴー
ルを迎えていました。

長六小 50 周年 自然と歴史を未来へ

　今年、 創立 50周年を迎えた長六小。 児童や地域
住民らが参加する記念式典が開かれ、 「六小校区の
まちづくり」 をテーマにした講演会や、 児童によるビデ
オメッセージ上映、同校と市の 50 年の歩みを今昔
で比較するスライド発表などが行われました。発表
に取り組んだ6年生の児童は、 「私たちで長六小をも
っと素敵な場所にしたい」 と力強く話していました。

地元企業の技術に触れる 特別な時間

　従業員研修施設である「ムラタ イノベーション
ミュージアム」や自転車型ロボット・ムラタセイ
サク君の特別公開があり、参加者は普段見ること
のできない展示やデモンストレーションに見入っ
ていました。セイサク君の操作を体験した 4年生
の金

かねうじ

氏琥
こ た ろ う

太郎くんは「開発秘話を知ることができ
ておもしろかった」と話しました。

11月27日　西山公園体育館前で
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冬を彩るバンビオイルミの「竹てまり」

12月9日～ 1月9日　バンビオ広場公園で

　長岡京市の冬の風物詩「バンビオイルミネーション」
が開催中です。今年のテーマは「竹てまり～継承と
発展の光」。竹を球状に組み合わせた大中小計290
個の竹てまりなどのオブジェが、約14万球の LED
ライトに照らされ、幻想的な雰囲気に包まれています。
昨年より約2万球増設された、豪華絢爛なイルミネ
ーションは、午後5時から11時まで楽しめます。

11月から12月にかけて、市内ではたくさんの
イベントがありました。今回は、ページを拡大して
その一部をご紹介♪

ま
ち
の
姿

人口  81,801 人 / 世帯数  37,259 世帯
（ 12月1日現在 ）

農業×環境 !  脱炭素社会を考える1日に

　市制 50周年を記念して、農業祭と環境フェアが
合同開催されました。『めざせ！「農」にもやさしい
ゼロカーボンシティ』がテーマ。地元産野菜の品評
会や直売会をはじめ、企業・団体の展示・体験コー
ナー、各種表彰式、脱炭素社会がテーマの講演会な
ど盛りだくさんの内容で、参加者は農業と環境のコ
ラボイベントを満喫しました。

満員御礼！
力士と触れ合う大相撲巡業

　大相撲長岡京場所が、市内で初めて
開催されました。来場した約 3,000 人
の観客が、迫力の取組や力士との交流
を満喫。土俵上で披露された七五調の
囃
は や し

子歌「相撲甚
じ ん く

句」と、禁じ手をおもし
ろおかしく紹介する「初

しょっきり

切」には、会場
から笑いと拍手が沸き起こっていました。

12月13日　西山公園体育館で

11月27日　中央公民館と市民ひろばで
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生活を豊かにする
環境への取り組み

宣言から行動へ

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！

３つのポイント

　未来の子どもたちが、心の安らぎと豊かさを感じら
れる“環境の都”長岡京の実現に向け、私たち市民ができ
ることとは。環境への取り組みの 「今」 を特集しました。

　節電や断熱の工夫は環境や家計にやさしいエコ活動
のひとつとして、すでに取り入れている人も多いはず。
家電や車、身の回りの製品を更新するタイミングで、省
エネ製品に買い換えることでも、二酸化炭素をはじめと
する温室効果ガスの排出削減につながります。「CO２を減
らすこと＝我慢すること」では
なく、自分にも環境にもやさしい
選択があります。ぜひ、この機会
に未来のためにできることを、
少しずつはじめてみませんか？

かしこ暮らしっくサポーターが
取材しています！

長岡京市は、2022年10月に市制50周年を迎えました！ 市制50周年
記念サイトは
こちらから

未来につながる
今をつたえる

th
Vol,15

みどり

　11月 2 7 日、中央公民館で「2050年 
ゼロカーボンシティ宣言記念シンポジ
ウム」が開催されました。パネリスト
たちの話から見えてきた、行動のヒン
トをご紹介！

脱炭素社会を
実現するために

長岡京市の魅力発信サイト

こちらのQRから
チェック！！

市内
のこ
と

2022年
2050年ゼロカーボンシティ宣言成熟期

2009年

　地球温暖化対策を推進し、西山の緑豊か
なまちを次代に引き継ぎながら、2050 年
までに、温室効果ガス排出量の実質ゼロを
目指す宣言をしました。

“環境の都”長岡京市環境都市宣言

初動期

　省エネ・再エネの製品・サービ
ス・行動など、温暖化に対応した
「賢い選択」を促す運動の宣言を
しました。

2018年
“COOL CHOICE”宣言 発展期

ク ー ル  チ ョ イ ス

かしこPOINT

CO２ゼロで行う
ごみ収集事業協定とは？

これを知ると、
もっと「今」がわかる！これを知ると、
もっと「今」がわかる！

二酸化炭素の排出量が理屈上ゼロにな
るごみ収集の実現を目指して、電力
事業者やごみ収集事業者と新たに

協定を結びました。

宣言
3つの

　自然と共生する持続可能な社会を目指し、
世代を超え、それぞれの立場から、生活様式
や、社会のあり方そのものを見直すきっかけ
として、宣言をしました。
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