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２月 14 日まで役場庁舎１階ロビーで展示しま
す。
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お知らせ版

町立 3 幼稚園 （敬称略）
御牧幼稚園

15

３歳児

山内

東角幼稚園

莞太郎（大橋辺）

３歳児

渡辺

佐山幼稚園

菜奈（林）

３歳児

日野

雅斗（下津屋）

No.847

12 月

町手数料徴収条例の一部改正や
定例議会
一般会計補正予算などを可決
評

中野

晴子（大橋辺）

平成23年度一般会計補正予算
（第３号）は1,383万円（１万円未
満四捨五入、以下同じ）を増額し、
70億2,121万円としました。
歳出の主なものを紹介します。
・障害者自立支援事業 3,054万円
・子ども手当支給事業 ▲2,311万円
・有害鳥獣捕獲事業
8万円
・商工振興一般事務費
151万円
・道路橋梁新設改良整備事業
▲1,874万円
・公園維持管理事業
481万円
・消防団運営事務費
445万円
・学校管理一般事務費
241万円
・幼稚園施設維持管理事業 100万円
・総合体育館運営事業
127万円

評 「りんごがドスーン」のお話です。りん
ごを見つけた動物たち、うれしそうです
ね。

5 歳児

評

大森

琉功（藤和田）

5 歳児

評

幼稚園でみんなでほったサツマイモ！
よーく見て、じっくり描いていたね。

大好きな消防自動車や新幹線を元気
いっぱいに描きました。

４歳児

東

評

長嶋

優（林）

みんなでイモほりに行きました。絵の
具を手でひろげて描いたおイモ。いろん
な形のおイモがいっぱいだね。

5 歳児

みかん狩り遠足の絵を描きました。楽
しかったけいけんを思い出しながら画面
いっぱい、いっしょうけんめい描いてい
ましたね。

評

井阪

町職員の異動

町では、１月１日付けで新規に

職員を採用をしましたのでお知ら

年齢

歳

歳

http://www.town .kumiyama.lg.jp

せします。

▼上下水道部

事業係 堀 佑平

【下水道課】

正昭

ごめい福を
お祈りします

嶋田

愼市

81

地区名 亡くなった人
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宮田
60

島

村

歳

歳

99
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西村宇之松

良三
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85

山
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郁於
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林

枚田

歳

歳

91
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克巳

松井愛之助

黒川
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〃

井

歳

歳
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佐

田
岩田米次郎

昭二

歳

82

〃

塩田

幸子
86

下津屋
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西畑

この広報紙は、環境にやさしい植物油インキを使用しています

栄

ミュニティーの健全な発展を図るこ
とを目的に、宝くじの収入を財源と
して自治会などのコミュニティー活
動に助成をおこなっているものです。
問い合わせ／企画財政課

月受付分（敬称略）

▲新しくなった島田公会堂

地域活動の拠点となる島田公会堂
が、㈶自治総合センターのコミュニ
ティー助成金を受けて建て替えられ
ました。
この助成事業は、同センターが宝
くじの普及広報をおこなうことやコ

凪紗（佐山）

サツマイモの観察画。はしペンで葉や
サツマイモの形をよく見てダイナミック
に描きました。

宝くじ助成金で

島田公会堂を整備

晴丸（市田）

育巳（林）

補正予算

評

野田

▲休日議会（12 月 18 日）

４歳児

４歳児

評 大 き な 大 き な ゆ き だ る ま に、 帽 子 を か
ぶしてあげたり、手袋もと言ってお話し

要件のもとに兄弟姉妹まで拡大する
ために、本条例を改正しました。
・特別職の職員で非常勤のものの報
・町手数料徴収条例一部改正
酬及び費用弁償に関する条例一部
・町水道事業給水条例一部改正
改正
各種の証明等に係る手数料の適正
スポーツ振興法が全部改正され、
化を図るために、当該条例を改正し
新たにスポーツ基本法が施行された
ました。本年４月１日から施行。
ことに伴い、本条例を改正しました。 ・町消防団員等公務災害補償条例一
・町税条例一部改正
部改正
町民税・府民税の納期の平準化お
障害者自立支援法の一部改正に伴
い、本条例を改正しました。
よび各種証明等に係る手数料の適正
化を図るために、本条例を改正しま
・町職員の給与に関する条例及び町
した。本年４月１日から施行。
職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例の一部改正
・災害弔慰金の支給等に関する条例
一部改正
人事院の給与改定勧告に伴い、町
災害弔慰金の支給等に関する法律
職員の給与を改定するため、本条例
の一部改正に伴い、災害弔慰金の支
を改正しました。
給対象となる遺族の範囲を、一定の

条例

評 「うさぎかわいいね」
「うさぎだいす
き！」と、お話しをしながら楽しそうに
描きました。

大好きな家族を楽しんでのびのびと描
けましたね。

をしながら描いていました。

平成 23 年第 4 回町議会定例会が、12 月 6 日から 21日までの
会期で開かれました。12 月 18 日㈰の休日議会には、多くの傍聴
者が見守るなか一般質問がおこなわれました。今定例会では、平成
22 年度事業の決算認定や一般会計補正予算、町手数料徴収条例
の一部改正などがすべて原案どおり認定・可決されました。
主な内容は、次のとおりです。
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保育士・幼稚園教諭嘱託員
町では、保育士・幼稚園教
諭の嘱託員を募集します。
対象／保育士資格、幼稚園
教諭免許の両方の資格を有し、
１年以上の実務経験がある、
おおむね 60 歳までの人 試
験日・内容／２月５日㈰ 作
文・面接 申し込み・問い合わ
せ／１月 25 日㈬までに学校
教 育 課 ☎ 075（631）9974、
0774（45）3917 へ。

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 15 日㈬ 午前
10 時～午後３時 場所／や
わた流れ橋交流プラザ・四季
彩館 対象／在宅で介護を要
するおおむね 65 歳以上の高
齢者を常時直接介護している
人 内容／「そば打ち体験講
座」と昼食交流会 定員／先
着 15 人 費用／ 1,000 円
申し込み・問い合わせ／１月
31 日㈫までに長寿健康課へ。
電話可

公正な選挙を考えよう～」
申し込み・問い合わせ／町選
挙管理委員会（広報行政課内）
☎ 075（631）9993、0774
（45）3926 へ。電話可

確定申告説明会
平成 23 年分の所得税の確
定申告の説明会を開きます。
日時／①１月 23 日㈪ 午
後７時から ②１月 24 日㈫
午後２時から ③１月 25 日
㈬ 午後７時から ④１月
26 日㈭ 午後２時から 場
所／①・③は役場庁舎５階会
議室 53、②・④は役場議会
棟４階特別会議室 内容／事
業所得・農業所得・不動産所
得の収支内訳書の書き方に
ついて説明 定員／各 20 人
（先着順） 持ち物／収入・経
費等のわかる書類、電卓、筆
記用具 申し込み・問い合わ
せ／１月 16 日㈪から税務課
☎ 075（631）9926、0774
（45）3908 へ。
※２月 16 日から３月 15 日
まで、税務課でも確定申告
の受付をおこないます。事
業所得・農業所得・不動産
所得のある人は、収支内訳
書・青色申告決算書を、必
ず事前に作成し、持参して
ください。

公的年金等の確定申告
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。
参加は無料です。多数のご参
加をお待ちしています。
日時／２月３日㈮ 午後１
時 30 分～３時 30 分 場所
／城陽市立福祉センター 内
容／講演会
（講師：細川治弁護
士）演題「この選挙運動、○
か？×か？～事例・判例から
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公的年金等の収入金額（２
か所以上ある場合は、その合
計額）の合計が 400 万円以下
で、かつ、公的年金等以外の
所得金額が 20 万円以下の場
合は、所得税の確定申告書を
提出する必要がなくなりまし
た。
ただし、所得税の還付を受
けるための確定申告書は提出
することができます。また、所
得税の確定申告の必要がなく
ても、住民税の申告が必要に
なることがあります。
問い合わせ／確定申告に

ついては宇治税務署☎ 0774
（44）4141、住民税について
は税務課へ。

法人町民税等の申告
法人町民税等の申告書は、
京都府および事業所などがあ
る市町村への提出ですが、本
年４月からは「京都地方税機
構」に申告書等をまとめて提
出できます。
（府外および京都
市への提出分を除く）
※今までどおり本町でも受け
付けます。
申告書等提出先／〒 602
－ 8054 京 都 市 上 京 区 出
水通油小路東入丁子風呂町
104 － 2 京都府庁西別館４
階 京都地方税機構 申告セ
ンター 問い合わせ／税務課

男女共同参画・
人権啓発研修会
町では、性別に関係なく、お
互いをひとりの人間として認
める男女共同参画社会の実現
のため、また、さまざまな状
況下で、男性と女性がともに
支えあいながら生活する場合
の人権問題について、みんな
で考えていきたいと思います。
入場は無料です。
日時／２月７日㈫ 午後２
時から 場所／役場庁舎５階
コンベンションホール 内容
／講演「震災と人権」～避難所
の支援活動からみえる男女共
同参画と人権問題～講師・・特
定非営利活動法人レスキュー
ストックヤード代表理事栗田
暢之さん 問い合わせ／社会
福 祉 課 ☎ 075（631）9902、
0774（45）3902 または社会
教 育 課 ☎ 075（631）9980、
0774（45）3918

毎週月・木曜日 午前 10 時 20 分
と午後５時から“久御山町だより”
を放送しています。

1 月の「バスの日」は 29 日㈰です。
《のってこバス運賃無料！》

仲よし学級入級受付中
留守家庭児童育成事業（仲
よし学級）の平成 24 年度入
級申請を受け付けます。
対象／小学１～４年生で、
保護者が仕事や病気、看護の
ために家庭で監護が受けられ
ない児童 負担金／１か月
3,500 円 申請・問い合わせ
／１月３１日㈫までに社会教
育課へ。

スキーバスツアー
町体育振興会では、スキー
バスツアーをおこないます。
日時／２月 26 日㈰ 午前
６時 30 分～午後６時 30 分
（予定） 場所／今庄 365 ス
キー場 対象／町内在住の人
費 用 ／ 大 人 3,000 円 子
ども（小学生以下）2,000 円
なお、ウェア等のレンタル
およびリフト券は別途費用が
必要 定員／ 80 人 申し込
み・問い合わせ／１月 31 日
㈫までに１グループ１～５人
で、社会教育課へ。（中学生以
下の参加は、保護者１人以上
必要）

文化財防火デー
１月 26 日は「文化財防火
デー」です。
消防本部（署）と消防団で
は、１月 23 日㈪から 29 日㈰
までを文化財防火運動期間と
して、社寺等の防火指導をお
こない、文化財の防火に努め
ます。
また、１月 22 日㈰午前９
時 30 分から満願寺（林）で
消防署と消防団による合同消
防訓練をおこないます。満願
寺には、町指定有形文化財の
掛け軸と仏像があり、文化財

遊びの広場

２月１日㈬

を搬出する訓練もおこないま
すので、ご見学ください。
問い合わせ／消防本部☎
075（631）1515

親子ニコニコ
おしゃべりサロン
町社会福祉協議会では、子
育ての 不 安 など を自由にお
しゃべりすることで、リフレッ
シュするサロンを開きます。
子育て中の仲間や、先輩と
一緒にお話してみませんか。
日時／１月 30 日㈪ 午前
10 時～正午 場所／クロス
ピアくみやま 対象／就園前
の子どもと保護者 内容／お
茶を飲みながら気軽におしゃ
べり 費用／ 200 円（１組）
問い合わせ／同協議会☎ 075
（631）0022

小学生冬季ドッジボール大会
町では、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 18 日㈯ 午前
８時 30 分から開会式 場所
／総合体育館 対象／町立小
学校４～６年生、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９日㈭までに各小学校
へ。 問い合わせ／社会教育
課

軟式野球連盟登録受付
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／ 10 ～ 20 人（監督
を含む）のチーム（性別不
問） 受付期間／１月 15 日
㈰～２月 14 日㈫ 登録費用
／ 13,000 円（傷害保険料含
む・大会参加費 8,000 円別途
必要） 申し込み／町体育協
会事務局（総合体育館内）☎

0774（44）2205 へ。 問い
合わせ／同連盟理事長 松尾
憲さん☎ 090（3868）3569

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 12 日㈰ 午前
９時～ 場所／総合体育館
対象／町内在住・在勤・在ク
ラブ・在学（中学生以上）の
人 種目／団体戦…１チーム
２人（３人も可） 費用／団体
戦…１チーム 2,000 円（中学
生無料） 申し込み・問い合わ
せ／１月 15 日㈰から１月 23
日㈪までに体育協会事務局へ。

各 種 相 談
★教育相談
毎週金曜日（予約制） 午前 10 時
～午後５時 ゆうホール２階教育相
談室
まず、火曜から金曜日の午前 10
時から午後５時にお電話ください。
☎ 0774（46）5640
★女性のための相談（面談・電話相談）
１月 24 日㈫ 午前 10 時～午後１時
※申し込みは、面談・電話相談と
もに前日までに 社 会 教 育 課 ☎
075（631）9980、0774（45）
3918 へ。
（定員に満たない場合
は、当日も受け付けます）
★心配ごと相談
（町社会福祉協議会）
１月 26 日㈭ 午後１時～４時 地
域福祉センター
★ふれあいテレホン相談（町社会福
祉協議会）
相談専用電話☎ 075（631）3421
相談時間 午前９時～午後５時

1 月の納税
◇国民健康保険税… ……第 8 期
〈納期限 1 月 31 日㈫〉
便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ／税務課

午前 10 時から 11 時 30 分まで、ゆうホールで「遊びの広場」を開きます。

詳しくは、社会福祉課へ。
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