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佐山小学校
１年
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消したはず 決めつけないで もう一度

評

空気が乾燥し、火災が発生しやすいシーズンを迎え、３月１日から７日まで
「春の全国火災予防運動」がおこなわれます。住民の皆さんには、
防火意識を
高めていただき、火災や火災による死傷者等の発生を防止するために、住宅
防火・放火防止のポイントを確認し、防火に努めましょう。

●３つの習慣
①寝タバコは、絶対やめましょう。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使
用しましょう。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を
消しましょう。
●４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
しましょう。
②寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎品を使
用しましょう。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器な
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春の全国火災予防運動

住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント

上角

（敬称略）

野原に咲く色とりどりの花も、ちょう
ちょうもみんな楽しそうにうたっている
のが、きこえてくるようなとてもかわい
らしい作品です。

１年

谷口

輝空（佐山）

評

評

見たこともない、色とりどりの花のさ
く花ばたけで、えがおで遊ぶ子どもたち
の楽しいお話がきこえてきそうな、ゆめ
いっぱいの作品です。

２年

上角

京佑（市田）

ジャンプしたら、とんぼにつかまるこ
とができました。とんぼとのたのしいた
びがはじまりそうです。空の青と花びら
の青が、マッチしたうつくしい作品です。

２年

田

のあ（佐山）

どを設置しましょう。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近
所の協力体制をつくりましょう。

放火防止 ５つのポイント
☆家の周りには、燃えやすい物を置かないようにし
ましょう。
☆夜間、建物の周囲や駐車場は、照明を点灯して明
るくしましょう。
☆空き家や物置には、鍵をかけましょう。
☆車やバイクなどのボディーカバーは、燃えにくい
ものを使いましょう。
☆地域ぐるみで放火防止に取り組みましょう。
問い合わせ／消防本部 ☎075（631）1515

評

大きくて速く飛べる自まんの鳥に乗っ
て、ぼうけんのはじまりです。花ばたけ
では、おともだちが手をふってくれ、ど
こまでも行けそうな作品です。

評

評

オリジナルな形の「カプリン」を考えて、
自由に描けています。こわい顔をしてい
るようですが、よく見ると、なかなかか
わいい魚です。

２年

荻野

右京（佐山）

おしゃれなカプリンは、人気者。カプ
4 4
リンにのって、いっしょにおどる、のあ
さん。その歌声が聞こえてきそうな楽し
い絵になりました。

２年

齋藤

星佳（佐山）

このコーナーに掲載した作品
は、今月号からまちの駅「クロ
スピアくみやま」１階で展示し

火災は減少、救急出動は増加
町消防本部では、平成23年の「火災・救急・救助統
計」の概要をまとめました。
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東日本大震災・被災地復興支援

映画

ぜひ、お立ち寄りください。

上映会
評 「海の底のカプリン」を大きく描き、カ
ラフルに仕上げています。みんなで楽し
くあそんでいるようすがよくわかります
ね。

大きくておもしろい形のカプリン。いっ
しょに歌いおどる魚たち。そのにぎやか
な感じがとてもよくでていますね。

みんなの伝言板

町文化サークル連絡協議会

わかくさ会・鳳墨会・如月会

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

～書道サークル会員募集～

ふと筆、小筆、硬筆の３点に取

り組んでいます。興味を持たれた

ら、お気軽にご参加ください。お

30

待ちしています。

午前 時から正午

10

活動日／毎月第２・４木曜日

30

わかくさ会・如月会 午後１

鳳墨会

時 分から午後３時 分まで

まで

会費／３，０００円／月

活動場所／中央公民館

講師／日垣翠峰さん
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問い合わせ／社会教育課☎０７５
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赤松

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

評

栄

久御山町と城陽市の社会福祉
協議会では、東日本大震災の記
憶を風化させずに支援の輪を広
げるため、震災後1年となるこの
時期に上映会をおこないます。
日時／平成24年3月10日㈯
①10時30分～ ②14時30分〜
場所／文化パルク城陽 プラムホール
チケット販売／2月15日㈬から町社会福祉協議会で、
大人1,000円（当日券1,300円）、小・中・高校生
800円で販売します。
※売上金の一部を震災復興支援募金および京都府更生
保護女性連盟へ寄付いたします。
問い合わせ／同協議会☎075（631）0022

１月受付分（敬称略）

火災の部
火災件数は４件で、昨年と比べ３件減少しました。
内訳は、建物火災２件、車両火災２件でした。
２ 救急の部
出動件数は1,120件で、昨年と比べ39件増加し、ま
た搬送人員は1,088人で、24人増加しました。出動件
数の内訳は、急病が617件と最も多く、次いで交通事
故304件、一般負傷135件、その他が64件でした。
３ 救助の部
出動件数は17件で、昨年と比べ８件減少しました。
内訳は、交通事故７件、水難事故３件、建物などによ
る事故５件、機械による事故１件、その他１件でした。

ます。
（3 月 14 日まで）
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元気フロンティア教室
町では、宇治市・城陽市・
府国民健康保険団体連合会と
共催で、元気フロンティア教
室を開きます。
日時／３月 18 日㈰ 午前
10 時 ～ 11 時 30 分 場 所
／城陽市立福祉センター（城
陽市寺田東ノ口 17 番地）
対象／町内在住の人 内容／
「気功体験－身体と心の健康
づくり－」
（講演および実技）
はっけ
講師：中国医学気功 八卦
じゅんどうこう
循導功 気功セラピスト…藤
田ひろみ氏
※当日は運動のしやすい服
装・靴でご来場ください。
費用／無料
（参加記念品あり）
定 員 ／ 先 着 40 人 申 し 込
み・ 問 い 合 わ せ／ ３ 月 ９ 日
㈮までに国保医療課☎ 075
（631）9913、0774（45）
3906 へ。電話可
※送迎バスを用意します。

保険年金の二重課税に伴う
特別還付金の支給
相続税に係る生命保険契約
等に基づく年金の税務上の取
り扱いが変更され、遺族が年
金として受給した生命保険金
のうち、相続税の課税対象と
なった部分については、所得
税の課税対象とならなくなり
ました。
これにより、過去５年以内
の各年分について町府民税の
還付をおこなってきましたが、
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平成 13 年度（平成 12 年分）
以降の各年分についても特別
還付金として支給する制度を
新たに設けましたので、対象
の人は、税務課にお問い合わ
せのうえ、請求の手続きをし
てください。
なお、請求手続は、本年 12
月 31 日までです。
問い合わせ／税務課☎
075（631）9926、0774
（45）3908

税制改正に伴う
扶養控除の見直し
子ども手当の創設および高
校の実質無償化に伴い、所得
税・住民税の年少扶養控除お
よび特定扶養控除の上乗せが
廃止されました。
年少扶養親族（０歳から
15 歳まで）に対する扶養控
除（ 所 得 税 380,000 円、 住
民税 330,000 円）の廃止お
よび特定扶養親族（16 歳から
18 歳まで）に対する扶養控
除の上乗せ部分の廃止（所得
税 630,000 円から 380,000
円、住民税 450,000 円から
330,000 円）となります。
住民税については、年少扶
養控除の廃止後も年少扶養親
族に関する情報が必要となる
ため、確定申告及び町民税・
府民税の申告をする人は、申
告書に 16 歳未満の扶養親族
に関する情報を記入してくだ
さい。
なお、所得税は平成 23 年
分から、住民税は平成 24 年
度分から適用となります。
問い合わせ／税務課

税金の納付は
便利な口座振替で
町税の納付は、指定された
預貯金口座から自動的に引き
落とされる口座振替が便利で
す。
一度申し込むと翌年度から
も継続して口座振替されるの

で、毎年手続きする必要はあ
りません。
申し込み手続きは、銀行・
ゆうちょ銀行などの取扱金融
機関へ預貯金通帳と届出印を
ご持参のうえ、申し込んでく
ださい。
問い合わせ／税務課

確定申告の受付
平成 23 年度の所得税の確
定申告は、土曜・日曜・祝日
を除く２月 16 日㈭から３月
15 日㈭までです。
期限内に申告しましょう。
申告会場／税務課または
「鹿六」（宇治税務署確定申
告会場） 問い合わせ／税務
課または宇治税務署☎ 0774
（44）4141

介護者激励金（後期）
町では、ご家庭で高齢者を
介護されている人に、激励金
をお渡しします。
対象／２月１日現在、６か
月以上町内に在住の要介護高
齢者（介護保険の要介護認定
で要介護３～５と認定された
65 歳以上の高齢者）を、常時
直接介護されている配偶者ま
たは３親等内の親族
※前期にお渡しした人は、除
きます。
激励金／ 30,000 円 申請・
問い合わせ／２月 29 日㈬ま
でに長寿健康課☎ 075（631）
9903、0774（45）3904 へ。

子宮頸がん予防ワクチン

町の国民健康保険加入者で、
災害や失業など特別な事情に
よって生活が著しく困難にな
り、医療費の自己負担（一部
負担金）の支払いができなく
なったときは、その事情に応
じて一部負担金の減額および
免除、徴収猶予の措置を受け
られる場合があります。
問い合わせ／国保医療課☎
075（631）9913、0774
（45）3906

現在、高校２年生年齢相当
（平成６年４月２日～７年４
月１日生まれ）で、昨年９月
30 日までに１回目の接種を
されている人の、残り回数の
接種期限は３月 31 日までで
す。
また、
中学１年生から高校１
年生年齢相当（平成７年４月
２日～１１年４月１日生まれ）
の人は、間隔を守り、次の要
領で接種を受けてください。
s事前に子宮頸がん予防ワク
チン接種協力医療機関に予
約のうえ、健康保険証・母
子健康手帳等、ワクチン接
種履歴の分かるものを持参
し、保護者同伴で接種
問い合わせ／長寿健康課

男女共同参画セミナー
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。

2 月の「バスの日」は 26 日㈰です。
《のってこバス運賃無料！》

鵜殿のヨシ原焼き
高槻市の淀川河川敷にある
ヨシの群生地（鵜殿のヨシ原）
の保全や害虫の駆除、火災防
止等を目的にヨシ原焼きがお
こなわれます。
風向きによっては、本町に
も灰が舞い落ちることが予想
されますので、特に洗濯物な
どにはご注意ください。
日時／２月 26 日㈰ 午前
９時～正午（荒天の場合は、３
月 11 日㈰に延期） 問い合
わせ／高槻市環境政策室緑政
課☎ 072（674）7512

各 種 相 談

おはなし会

国民健康保険一部負担金の
減額および免除、徴収猶予

／お手拭 申し込み・問い合
わせ／３月７日㈬までに同協
議会☎ 075（631）0022 へ。

誘い合わせのうえ、多数ご参
加ください。
日時／３月３日㈯ 午後２
時 30 分〜３時 45 分 場所
／総合体育館 対象／就学前
児童とその親 内容／親子体
操～お父さん・お母さんと遊
ぼう～
講師／子育て支援
アドバイザー 荒井敏江さん
申し込み・問い合わせ／２
月 29 日㈬までに社会教育課
☎ 075（631）9980、0774
（45）3918 へ。
※保育ルームを設けます。ご
希望の人は、申し込み時に
お申し出ください。

町では、家庭生活や地域活
動への男女共同参画を進める
ため、セミナーを開きます。お
上下水道料金の支払い

図書館では、ボランティア
スタッフが絵本や紙芝居を読
み聞かせる「おはなし会」を
毎月開いています。
日時／２月 25 日㈯ 午前
10 時 30 分 ～ 11 時 場 所
／ゆうホール２階お話し室
問い合わせ／図書館☎ 0774
（45）0003

親子ニコニコ子育てサロン

★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）
2 月 28 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）
2 月 23 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

町社会福祉協議会では、子
育て中の親子を対象に、子育
てサロンを開きます。
多数ご参
加ください。
日時／３月 12 日㈪ 午前
10 時～正午 内容／茶話会
とお楽しみ会（軽食を用意し
ます） 場所／地域福祉セン
ター 対象／子育て中の親子
費用／１組 200 円 持ち物
12・1 月分の納期限は、2 月 29 日㈬です。
忘れずに、納期限内に納めましょう。

2 月の納税
◇国民健康保険税… ……第 9 期
〈納期限 2 月 29 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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