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まちの駅「クロスピアくみやま」運営事務費の
補正予算などを可決

平成 21 年第 4 回町議会定例会が、12 月 8 日から 22 日ま
での会期で開かれ、まちの駅「クロスピアくみやま」運営事務
費などの一般会計補正予算やゆうホールなどの指定管理者の指
定などすべて原案どおり可決されました。
主な内容は、次のとおりです。

条例
▷町民プール庭球場の設置及び管理
に関する条例一部改正
町民プール庭球場の所在地番の訂
正に伴い、本条例を改正しました。

補正予算
平成21年度一般会計補正予算
（第4号）は、9304万円（1万円未
満四捨五入、以下同じ）を増額し、
81億384万円としました。
主なものを紹介します。
・町税過誤納還付金等 3900万円
・障害者自立支援医療給付費
1000万円

1 月 26 日は
文化財防火デー

・障害者介護給付
900万円
・低所得者経済的支援事業「くらし
の資金」
100万円
・保育所修繕料（スロープ改修）
83万円
・保育所施設備品購入
114万円
・火葬料補助金
72万円
・農産物直売所「旬菜の里」運営事
業補助金
652万円
・まちの駅「クロスピアくみやま」
運営事務
304万円
・巡回バス「のってこバス」巡回ル
ート見直しに伴う施設整備
233万円
・中学校体育館修繕料
343万円
・文化財保護事業
44万円

契約
▷久御山町地域交流センター建設工
事請負変更契約
同センターまちの駅「クロスピア
くみやま」の建設に関連して外部階
段侵入防止扉の追加や太陽光発電装
置の設置に伴うガスコージェネレー
ション発電設備との系統連携機器
の増設などにより334万円増の1億
8167万円で変更契約を締結。

指定管理
ゆうホール・中央公民館・総合体
育館・屋外５運動施設の一括運営管
理をおこなう指定管理者を、財団法
人久御山町文化スポーツ事業団に指
定しました。

文化財を火災から守ろう！

１月26日は「文化財防火デー」です。
昭和24年１月26日、奈良県斑鳩町の法隆寺の国宝
建築物の金堂から出火し、金堂内の日本最古の壁画
が焼損しました。この事件は国民に強い衝撃を与え、
火災など災害による文化財保護の危機を憂慮する世
論が高まり、文化財保護法が制定されました。
その後、昭和30年に金堂火災が起きた１月26日を
「文化財防火デー」と定め、毎年、全国の消防機関
と共に文化財防火を呼びかけ、防火・防災訓練をお

こなっています。
町消防本部（署）・消防団では１月23日から29日
までを文化財防火運動期間として、社寺の防火指導
などを実施し、文化財の防火に努めます。
また、１月24日㈰午前９時30分から光福寺（市田）
で消防署と消防団による合同消防訓練を実施しますの
で、多数ご見学ください。
問い合わせ／消防本部☎075（631）1515

この広報紙は、再生紙と環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています

献血にご協力を
献血は、16歳から69歳ま
で幅広い層にわたってできる、
身近なボランティアです。
本人確認ができるもの（献
血カードや運転免許証、健康
保険証など）をご持参くださ
い。
※16～17歳の人は、200㎖の
み。65歳以上の人は、60～
64歳の間に献血経験がある
場合に限り献血することが
できます。
日時／1月26日㈫ ①午前
10時～午後0時15分 ②午
後2時～3時30分 場所／①
ゆうホール ②中央公民館前
問い合わせ／長寿健康課また
は京都府赤十字血液センター
☎075（531）0111

スキップ広場
保育所の遊戯室や園庭に親
子が気軽に集まって、一緒に
遊びながら子育ての情報交換
や交流をします。校区に関係
なく、どの保育所でも参加で
きます。申し込みはいりませ
ん。お気軽にお越しください。
日時／1月19日㈫ 午前10
時～11時30分 場所／佐山・
御牧・宮ノ後保育所 対象／
町内在住の乳幼児とその保護
者 内容／園庭開放（お正月
遊び） 持ち物／着替え・水
筒 問い合わせ／各保育所佐
山☎0774（43）2970、御牧
☎075（631）2475、宮ノ後
☎0774（43）4906

所得税の還付申告
平成21年分の確定申告の
受付期間は、2月16日㈫から
3月15日㈪までですが、年末
調整済みのサラリーマン等の
還付申告は2月15日以前でも
おこなうことができます。宇
治税務署の確定申告会場は、
2月1日㈪から税務署向かい
の「鹿六」4階で開設します。

また、年金受給者を対象と
して確定申告事前相談を次の
期間に受け付けます。
日時／①2月8日㈪～15日
㈪ ②2月4日㈭～5日㈮
いずれも午前9時30分～正午、
午後１時～４時 場所／①宇
治市産業会館（宇治市宇治琵
琶45－13） ②城陽市立福
祉センター（城陽市寺田東ノ
口17）
※混雑状況により、早めに受
け付けを終了します。
※できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。
問い合わせ／宇治税務署☎0
774（44）4141

小学生冬季ドッジボール大会
町教育委員会では、町立小
学校の児童を対象にドッジボ
ール大会をおこないます。
日時／2月20日㈯ 午前8時
30分から 場所／総合体育館
対象／町立小学校4～6年生
チーム編成／男女別、学年別
で1チーム12人（登録は16人
まで可） 申し込み／2月12
日㈮までに、御牧・佐山・東角
の各小学校へ。 問い合わせ
／社会教育課☎075（631）
9980、0774（45）3918

第 13 回久御山町
2 人団体卓球大会
町卓球協会では、２人団体
卓球大会の参加者を募集しま
す。
日時／2月14日㈰ 午前９
時から 場所／総合体育館
対象／町内在住・在勤・在協
会・在学（中学生以上）の人
種目／男性・女性（男女混成
は男性）別による団体戦…各1
部～3部で1チーム2人（3人も
可） 費用／１チーム 1,000
円（中学生無料） 申し込み・
問い合わせ／１月22日㈮まで

2010 年世界農林業センサスにご協力ください
１月下旬から調査スタート！

に、体育協会事務局（総合体
育館内）☎0774（44）2205
へ。

軟式野球連盟の登録受付
地域や職場などで、野球を
楽しんでおられる皆さんの参
加をお待ちしています。
対象／監督を含め10～20
人のチーム（性別不問） 登
録費用／13,000円（傷害保
険料含む）
※大会参加費7,000円別途必
要
申し込み／1月31日㈰までに、
町体育協会事務局（総合体育
館内）へ。 問い合わせ／同
連盟理事長 松尾さん☎090
（3868）3569

各 種 相 談
★すこやか養育相談（面接相談）
1 月 21日㈭ 午後 1 時～ 4 時 各
保育所 佐山☎ 0774（43）2970、
御牧☎ 075（631）2475、宮ノ後
☎ 0774（43）4906
※毎週木曜日の午前１１時から午後
４時までは、電話でのご相談もお
受けします。
★介護相談（町社会福祉協議会）
1 月 28 日㈭ 午後 1 時～ 4 時 地
域福祉センター
※電話相談も受け付けます。申し
込みおよび電話相談は同協議会
☎ 075（631）0022 へ。
★消費生活相談
（町社会福祉協議会・
京都府山城広域振興局）
1 月 28 日㈭ 午後１時～４時 地
域福祉センター
※電話相談も受け付けます。申し
込みおよび電話相談は同協議会
へ。

1 月の納税
◇国民健康保険税… ……第 8 期
〈納期限 2 月 1 日㈪〉
便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ／税務課
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家族介護者交流事業
ご家庭で高齢者を介護され
ている人を対象に交流会を開
きます。
日時／２月24日㈬ 午前10
時～午後２時 場所／保健セ
ンター 対象／在宅で介護を
要する65歳以上の高齢者を、
常時直接介護している人 内
容／「美味しいお茶の入れ方・
楽しみ方」を学ぶ学習会と交
流会 定員／先着15人 費用
／1,000円 申し込み・問い合
わせ／１月29日㈮までに、長
寿健康課☎075（631）990
3、0774（45）3904へ。電話
可

宇・城・久「白ばら研修会」
久御山町・宇治市・城陽市
の明るい選挙推進協議会と京
都府選挙管理委員会では、政
治・選挙に関心をもっていた
だくための研修会を開きます。
多数のご参加をお待ちしてい
ます。
日時／2月5日㈮ 午後1時
30分～3時30分 場所／宇
治市職員会館２階大会議室
内容／講演…「選挙と私たち
の暮らし～09年総選挙を振
り返って」、講師…元京都新
聞論説委員 関根英爾さん
申し込み・問い合わせ／町選
挙管理委員会（広報行政課）
☎075（631）9993、0774
（45）3926へ。電話可

償却資産申告書・給与支払
報告書は２月１日㈪までに
町内で事業を営んでいる法
人や個人で、償却資産を所有
している人は、平成22年1月
1日現在の所有状況を2月1日
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㈪までに税務課へ申告してく
ださい。
また、平成21年中に給料
や賃金などの給与を支払った
事業主は、金額の多少にかか
わらず、給与支払報告書を受
給者の住所地（平成22年1月
1日現在）の市区町村へ2月1
日㈪までに提出してください。
問い合わせ／税務課☎075
（631）9926、0774（45）
3908

山城人権フェスタｉｎやわた
山城人権ネットワーク推進
協議会では、「みんなで築こ
う いのちが 輝く人 権の世
紀」をテーマに2010山城人権
フェスタinやわたを開きます。
日時／2月6日㈯ 午前10
時～午後４時 場所／八幡市
文化センター 内容／ディズ
ニー映画「ボルト」上映、模
擬店、手作りバザー、獨協大
学教授 森永卓郎さんによる
記念講演「格差社会と人権～
今、日本経済に何が起こって
いるのか～」など
※映画・記念講演には、社会
福祉課で配布する入場整理
券が必要です。
問い合わせ／社会福祉課☎07
5（631）9902、0774（45）
3902

遊びの広場
町民生児童委員協議会では、
お父さんお母さんの子育てを
応援する「遊びの広場」を開
きます。申し込みはいりませ
ん。お気軽にお越しください。
日時／2月3日㈬ 午前10時
～11時30分 場所／ゆうホー
ル 対象／町内在住で就学前
の幼児とその保護者 内容／
豆まきなど 問い合わせ／社
会福祉課

児童虐待に関する講演会
町民生児童委員協議会では、
児童虐待に関する講演会を開
きます。申し込みはいりません。
多数ご参加ください。
※未就学児を対象に保育ルー
ムを用意します。
日時／２月13日㈯ 午後1
時30分～3時30分 場所／ゆ
うホール 講師／京都学園大
学人間文化学部教授 川端隆
さん 問い合わせ／社会福祉
課

新型インフルエンザワクチン
集団接種のお知らせ
宇治久世医師会が実施する小学
民税非課税世帯や生活保護世帯
生を対象とした集団接種に事前申
には、免除制度があります。必
し込みされた人は、送付される予
ず接種前に免除申請をしてくだ
防接種の予診票に必要事項を記入
さい）また、申し込みされてい
していただき、健康保険証と母子
ない児童や中学校、高等学校の
手帳をご持参のうえ、案内通知の
生徒も京都府下の医療機関で直
日時に下記会場へお越しください。
接接種できますので、各医療機
場所／保健センター
関にお問い合わせください。
費用／1回目3,600円
問い合わせ／長寿健康課☎075（6
2回目2,550円
31）9903、0774（45）3904
※会場で実費を徴収します。（町

1 月の「バスの日」は 31 日㈰です。
《のってこバス運賃無料！》

（

町立 3 幼稚園 （敬称略）
5 歳児

評

杉本

聖斗（藤和田）

４歳児

評

田井

憲明（田井）

5 歳児

評

ザリガニでいっぱい遊んだね。筆をダ
イナミックに使い、勢いよく元気なザリ
ガニが描けました。

4 歳児

松本

彩花（田井）

松井

）

美帆（林）

運動会でみんなが力を合わせたバルー
ンを描きました。バルーンが大きくふく
らみ観客からたくさんの拍手をもらい、
とても嬉しそうです。

4 歳児

清水

勇毅（栄）

織田

こんな木があったらいいなと想像して
描きました。森の動物たちが遊びに来た

すみれ（中島）

みたいです。元気な木が描けましたね。

３歳児

ゆきだるまの親子が仲良く並んでいる
ところです。「お父さんとお母さんと…
ぼくの家族みたいや！」と自分の家族を
思い浮かべながら描きました。

3 歳児

松田

裕琴（林）

上坂

家族みんなでお風呂に入っている絵を

陽菜（佐古）

描きました。とっても気持ちが良さそう

大好きな家族や仲良しの友達の絵を描
きました。「みんなで公園に行って遊び
たいな～」「パパとママと買い物行って
ん！」など、描いている途中、会話も楽
しく弾んでいました。

予備自衛官補募集

予備自衛官は、普段は社会人と

ら、有事に防衛召集に応じて後方

してそれぞれの職業に従事しなが

支援などの任務を担う人です。予

日、

50

備自衛官になるには、予備自衛官
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補として一般種目３年以内で

久御山町役場 〒６１３-８５８５ 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地 編集 総務部広報行政課

技能種目２年以内で 日の訓練を

衛官になるための予備自衛官補を

受けなければなりません。予備自

34

評

募集します。

19

55

対象／① 歳以上 歳未満の人②

18

18

種目／①一般 ②技能

日㈯・ 日㈰・

17

18

歳以上で国家免許資格等を

満～ 歳未満の人）

53

有する人（資格により 歳未

試験日／４月

日㈪

受付・問い合わせ／４月９日㈮ま

でに、宇治地域事務所☎０７

市広野町西裏１００︱ コメ

年齢

歳

歳

歳

歳

30

７４（４４）７１３９（宇治

弥吉

ウビル２Ｆ）へ。

明主

山本 博司

修三

ごめい福を
お祈りします

島

山

中

地区名 亡くなった人

中

佐
〃

長田イクヱ

91 91 64 84

評

リュックサックをせおってピクニック
におでかけです。どこに行くのかな？き
れいな色の絵の具で楽しそうですね。

評

聡葉（島田）

ですね。

大津

評

チューリップのお花の家族を描きまし
た。みんなで楽しくバスに乗ってお出か
けかな？思わずニッコリしたくなる絵で
すね。

下津屋
月受付分（敬称略）
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評

元気に消防自動車を描きました。力強
いタイヤで、今にも走り出しそうですね。

3 歳児

評

5 歳児

  

このコーナーに掲載した作品は役場
庁舎１階ロビーに展示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
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