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㍍ に あ り、 高 さ が

町総合体育大会のご案内

お茶の京都をイメージした緑色に染まる電波塔
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電波塔ライトアップ

ＫＢＳラジオ電波塔のある風景写

真を募集しています。点灯の有無は

■町の風景フォトコンテスト

問いませんが、写真には必ず電波塔

この広報は、環境にやさしい植物インキ、再生紙を使用しています

㍍。京都タワーより６㍍高く、宇治

めることができるため、地域を象徴

市や京都市内など周辺地域からも眺

するランドマークとしての活用を検

を入れてください。

応募の締切を４月 日㈫まで延長

しました。多数ご応募ください。
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討しています。

今回のライトアップは、４月から

Ａ４または四つ切りサイズ、データ

１年間行われる「お茶の京都博」の

での提出も可。組み写真不可 注意

日㈫までに、氏

規格／カラー モ･ノクロプリント

台の投光器から照射された光で、電

プレイベントの一環として実施。８

波塔がお茶の京都をイメージした緑

調整は可）▼１人３点以内 応募方
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色 や 桜 の 季 節 に 合 わ せ た ピンク 色、 ／▼画像の合成 加･工は不可（画質

青色、赤色などに染められ、夜の久

法 問･合せ／４月

明記して、クロスピアくみやま☎０

御山のまちに光の柱がそびえ立ちま

７５
（６３２）
２３００へ

名 住･ 所 連･ 絡 先 撮･ 影 場 所 時･ 間 を

フルに光って、とても奇麗でした」

した。見ていた人たちからは、「カラ

などの感想が寄せられました。

■グラウンド・ゴルフ大会
日時／５月21日㈰ 午前８時30分から（予備
日５月22日㈪） 場所／中央公園野球場 対
象／町内在住または在勤者 種目／団体の部
（１チーム４人）
と個人の部 参
加費／１人200円 申込／５月
８日㈪までにグラウウンド・ゴ
ルフ連盟事務局 下田英雄さん
☎ FAX 0774
（43）
6672へ
■ゴルフ競技大会
開催日／５月21日㈰、24日㈬ ※参加日
をいずれか選択 場所／協和ゴルフ（和束町）
参加資格／町ゴルフ協会会員（即日入会可能
入会金千円） 参加費／ 2,000円 プレー代／
５月21日=12,990円、24日= ７,790円 ※
昼食代込・税別 申込／５月６日㈯までに参
加費を添えて校区別担当幹事へ 主催／町ゴ
ルフ協会 問合せ／同会会長 小坂守さん☎
0774
（41）
7223
■バドミントン大会
日時／５月21日㈰ 午前９時から 場所／
総合体育館 対象／町内在住または在勤、在
学者
（高校生以上）
及びバドミントン協会登録
者 種目／ダブルス個人戦・男女級別個人戦
（SS ～ D級） 試合方法／予選リーグの後ト
ーナメント戦 参加費／１ペア3,000円 申
込／４月28日㈮までに体育協会事務局（総合
体育館内）
☎0774
（44）2205へ

電波塔は、国道１号田井交差の東

約
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久御山に緑やピンクの光の柱立つ
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ら 日にかけて行われました。

町体育振興会では、初心者から経験者ま
で、気軽に楽しんでいただけるインドアホッ
ケーとフットサルの体験会を開催します。
日時／５月14日㈰ 午後１時30分～３時
30分 場所／総合体育館メインアリーナ 講
師／宇治ホッケー協会、町サッカー協会 申
込･問合せ／５月12日㈮までに社会教育課へ

地域を象徴するランドマーク化に

体験会
インドアホッケーとフットサル

向けたＫＢＳ京都ラジオ電波塔のラ

イトアップ試験点灯が、３月 日か

ス ポ ー ツ

環境衛生第１係主事）

和之（環境衛生第２係主任）

﨑祐介 ▽同課戸籍

祉介護係主事補 大

樹 ▽住民福祉課福

異動

町職員の

【都市整備課】▽建設総務係長 奥隆宏

住民係主事補 河原

◎事業建設部

﨑瑞希 ▽子育て支

【住民福祉課】▽課長補佐 阪田智子（総

【産業課】▽商工係主事 田中洋佑（振興

（国保健康課国保医療係長）

◎民生部
務課庶務係長＝京都府派遣）▽福祉介護

援課子育て支援係主

人事
係長＝町社会福祉協議会派遣 上村弘美
係主事）

（国保健康課健康推進係長）▽同係主査

事補 上田優奈 ▽佐

全課長）▽課長補佐 川越康弘（議会事務

阪本裕子 ▽同保育士 増田久美子 ▽佐山

保育士 亀井理恵 ▽宮ノ後保育所保育士

山保育所保育士 藤田純子 ▽御牧保育所

括主査）▽同係主査＝京都府派遣 小野智

（御牧幼稚園教頭）▽保育士 吉田亜希（東

【佐山保育所】▽保育士長 足立沙智代

保育所主任）

◎会計課

理沙（住民福祉課福祉介護係主事）

福祉課課長補佐）▽社会教育係主事 藤本

師補 櫛谷友貴 ▽産業課振興係主事 小林

補 蒲田真希 ▽都市整備課工事管理係技

佐藤朋美 ▽国保健康課国保医療係主事

幼稚園教諭）

角幼稚園教諭）▽保育士 木村優梨（御牧

係主事＝京都地方税機構派遣）

【再任用】▽都市整備課建設総務係専門

（同係主査）▽同係主査 上原博樹（税務

（ 住民福祉課課長補佐＝町社会福祉協議

【国保健康課】▽課長補佐 鈴木貴美子

主任）

警防係員 渡邊慎也（総務課庶務係員）

【警防課】▽課長 橋本修（総務課長）▽

係員）

士）▽髙橋妃恵（宮ノ後保育所保育士）

護係主事）▽奥田由美（御牧保育所保育

京都府帰任 寺本謙一（住民福祉課福祉介

主査）▽中西智子（佐山保育所主任）▽

●採用 ４月１日付

橋光雄（議会事務局参事）

敏樹（消防本部予防課予防係主任）▽髙

▽奥西昭夫（消防本部警防課長）▽垣内
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４月１日付で町職員の人事異動を
発令しました。（ ）内は異動前です。

【上下水道課】▽課長 樋口嘉之（環境保

【子育て支援課】▽課長補佐 木下絵里

局次長）

幼稚園教諭 岡田麻央 ▽東角幼稚園教諭

髙月大和（都市整備課建設総務係主査）
（同課総括保健師）

【社会教育課】▽課長補佐 福原泉（住民

◎教育委員会

兼職発令及び所属が変わらない主

幼稚園長）▽保育士長 嶋田芙美（宮ノ後

【御牧保育所】▽所長 仲村郁子（御牧

都府派遣 天野博司（行財政課行政管財係
主事）▽同係主事 古本隼平（社会教育課

員 池田孝 ▽産業課専門員＝巨椋池農地

剛 ▽消防本部総務課庶務係員 小司裕太

社会教育係主事補）▽防災安全係主査 山

◎消防本部

▽議会事務局参与（局長）髙橋光雄

【宮ノ後保育所】▽副所長 村田礼子（東

任）▽同係主任 武田大介（京都府立消防

▽鵜ノ口伊都美（御牧保育所長）▽池

●退職 ３月 日付

田泰弘（行財政課財政情報推進係主査）

学校派遣）▽施設係長 下田忠（庶務係長）

基盤整備事業推進協議会派遣 奥田泰嗣

後保育所副所長）▽教頭 庄司幸恵（佐山

▽同係員 馬場崎元基（警防課警防係員）

▽上下水道課下水道係専門員 吉岡俊郎

保育所保育士長）

【総務課】▽課長 辻村義幸（施設係長）

主事 宮地亜理紗（子育て支援課子育て支

【佐山幼稚園】▽副園長 宮川野添美（御

田孝（都市整備課担当課長）▽吉岡俊郎

▽庶務係長 馬場崎將文（予防課指導係主

援係主事）

【予防課】▽指導係主任 齋藤大介（総務

長補佐）▽内海重幸（会計課会計係総括

（上下水道課長）▽加藤剛志（総務課課

角幼稚園副園長）

【行財政課】▽課長補佐 近藤史典（税

牧保育所副所長）

課庶務係員）▽予防係員 橋本匠平（指導

課庶務係主任）▽同係員 宮﨑広将（総務

【御牧幼稚園】▽園長 實宗美香（宮ノ

務課課長補佐）▽行政管財係総括主査 久

山幼稚園副園長）▽教頭 嶋野幸代（同園

【東角幼稚園】▽副園長 伊藤眞美（佐

同係主査 大石順子（庶務係主事）▽同係

主事 大坂泰之（国保健康課国保医療係主

課課税係主事）▽同係主事 岩上知華（住

◎議会事務局
遣）▽同係総括主査 鈴木恵美（同係主査）

山沙貴 ▽同課秘書広報係主事補 繁光拓

【新規採用】▽総務課庶務係主事補 平

▽中村治夫（上下水道課下水道係主事）

主査＝京都府後期高齢者医療広域連合派

会派遣）▽国保医療係長 河元直之（同係

教育課課長補佐）▽課税係主事 谷口貴柾

課担当課長）▽環境衛生第１係主任 小澤

【環境保全課】▽課長 岸均（住民福祉

▽次長 田中友美（総務課庶務係長）

民福祉課戸籍住民係主事補）

都地方税機構派遣 南龍弥（環境保全課

（総務課庶務係主事補）▽納税係主事＝京

事）▽財政情報推進係総括主査 堀井敬祐

乗崇（財政情報推進係担当係長）▽同係

▽秘書広報係長 嶋田悦生（同係主査）▽

▽会計係主事 頼成美信（税務課納税

之（産業課商工係主事）▽同係主事＝京

事・主査級等への昇任は除いています。

【総務課】▽庶務係長 西尾洋士（同係総

◎総務部

４月１日付 新規採用職員

【税務課】▽課長補佐 奥野信太郎（社会
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おしらせ
高齢者等の運転免許証の
自主返納を支援
町では、近年増加
している高齢者等に
よる交通事故の減少
を目的に、運転免許
証の自主返納を支援する事業を実施
します。
■対 象／久御山町在住で平成29年
４月１日以降に運転免許証を自主
返納した65歳以上の高齢者もし
くは心身の状態により返納した人
■支援内容／
「ICOCA」
１枚3,000円
分
（カード保証金500円含む）また
は「のってこタクシー」利用回数券
3,000円分を１回に限り発行しま
す。なお、
「ICOCA」は、発行に
約１か月の日数がかかり、再度、
窓口に受け取りに来ていただく必
要があります
■申請・問合せ／５月１日㈪から受
付。印鑑と公安委員会が発行する
運転経歴証明書もしくは運転免許
の取消通知書を持参し、都市整備
課へ

高齢者のバスカード、のってこ
タクシー回数券購入に助成
町では、路線バスや「のってこタ
クシー」の利用促進と高齢者の外出
支援のため「バスカード等購入高齢
者助成金制度」を実施しています。
申請受付／バスカード ９月29日
㈮まで のってこタクシー利用回数
券 平成30年３月30日㈮まで 対象
／平成29年４月１日現在で70歳以
上の住民 助成額／バスカード等の
購入代金の半額
（年間2,500円を限
度） 申請･問合せ／印鑑と身分証明

毎週月・木曜日 午前 10 時 20 分
と午後 ５ 時から “久御山だより ”を
放送しています。
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書を持参し、都市整備課へ
注意 バスカードは、平成29年９
月末日で販売終了し、平成30年１月
末日をもって利用終了となります。
期限までに使いきれるよう計画的な
購入･申請をお願いします。

東一口東島･モタレ地区
地区計画の決定（案）の公告･縦覧

などが受けられない場合があります
のでご注意ください。
申請・問合せ／国保健康課または
年金加入者ダイヤル☎0570（003）
004へ。050から始まる電話の場合
は☎03（6630）2525へ

小児定期予防接種

下記対象の人は、無料で接種を受
久御山町東一口東島･モタレ地区 けられます。
について、都市計画法に基づく地区 ■麻しん風しん混合ワクチン
計画の決定を予定しており、この地 【第１期】
生後12か月～24か月未満。
区計画の案を次のとおり公告･縦覧 10か月児健診で予診票をお渡ししま
します。
す。
公告日／４月17日㈪ 縦覧期間／ 【第２期】平成23年４月２日～平成
４月17日㈪～５月１日㈪＝閉庁日を 24年４月１日生まれ。個別通知で
除く＝ 縦覧場所／都市整備課 意 予診票をお送りしています。年度内
見書の提出期間／４月17日㈪～５月 （平成30年３月31日まで）に限り無
１日㈪ 問合せ／都市整備課
料となります。
■日本脳炎ワクチン
納期限は５月１日㈪です
▽平成９年４月２日～平成19年４
■保育所・幼稚園保育料
４月分 月１日生まれの人は、特例として20

問合せ／子育て支援課 歳までに定期接種として不足回数分
■上下水道料金
２･ ３月分 を接種できます。

問合せ／上下水道課
▽平成19年４月２日～平成21年
10月１日生まれの人で、７歳６か月
国民年金保険料の納付
未満（第１期）に３回の接種が完了し
平成29年度の国民年金保険料は、 ていない場合、不足回数分を第２期
月額16,490円です。保険料は、金融 の対象期間９歳～13歳未満の間に合
機関や郵便局、コンビニエンススト
わせて接種することが
アでの納付のほか、クレジットカー
できます。
ドでも納付できます（事前申込が必
母子手帳を確認のう
要）
。また、口座振替で毎月納める場
え、接種してください。
合でも、当月分保険料を当月末に引
問合せ／子育て支援課
はやわり
き落とす「早割」にすると、月額50
母子家庭奨学金
円の割引があり、便利でお得です。
口座振替の申込は、口座をお持ち
京都府では、母子家庭奨学金を支
の金融機関・郵便局または京都南年 給しています。
この奨学金の申請は毎年度必要で
金事務所☎075
（643）
2547へ。クレ
ジットカードでの納付に関するお問 す。申請が遅れると申請月の翌月か
らの支給となり、支給額が減額され
い合わせは同事務所へ。
■国民年金学生納付特例制度
ます。期限までに申請してください。
学生で収入が少なく国民年金保険
なお、京都府の他の奨学金制度と
料が納められないときは、申請して 併給ができない、または併給調整が
承認されると在学中の保険料を後払 行われる場合があります。
いにすることができます。申請には
対象／乳幼児～高校生の子どもを
所得基準がありますが、会社などを 養育している母子家庭の母親など
退職して学生となった人もそれを考 申込・問合せ／５月31日㈬までに、
慮した審査が受けられます。
子育て支援課に備え付けの申請書に
申請は毎年必要です。手続きが遅 民生児童委員または、ひとり親福祉
れると、万一のときの障害基礎年金 推進員の証明を受け、同課へ
税金や保険料、保育料、上下水道料金はコンビニエンスストアで納付できます。
※ バーコードの印字がない納付書は使用できません。

くみやま 平成29年4月15日号

まちの総合情報誌

広報

催し・募集
あいあいホールの催し
地域であそぼう「つどいのひろば」
日時／４月21日㈮ 午前９時30
分～ 11時30分 場所／クロスピア
くみやま２階交流室 問合せ／あい
あいホール☎0774(41)2263

No. 973

クロスピア市

４月30日㈰

■ 発行 久御山町役場 ■ 編集 総務部総務課
〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ 38

ま ち の 駅 クロスピア く み や ま で
は、毎月最終日曜日にクロスピアと
その周辺で、特産品の販売やフリー
マーケットを出店する「クロスピア
市」を開催しています。
今月は４月30日㈰に開催。時間は
午前10時～午後３時です。ＤＵＦＦ
のライブなども予定しています。
問 合 せ ／ クロスピア く み や ま ☎
075
（632）
2300

手話教室

町嘱託員を募集
職種は保育士・幼稚園教諭
町では、次のとおり町嘱託員を募
集します。
■雇用期間／平成29年６月１日～平
成30年３月31日
（更新の場合あり）
■採用予定人員／１人
■応募資格／保育士資格、幼稚園教
諭免許の両方を有する人（取得見
込の人を含む）
■申込／４月13日㈭～ 28日㈮=土 ･
日曜日を除く=に申込書に必要書
類を添えて子育て支援課へ。郵送
不可。申込書は、同課で配布。町
ホームページからもダウンロード
できます
■試 験日時 ･ 内容／４月30日㈰ 午
前10時から。面接と実技試験
■試験場所／宮ノ後保育所

問合せ／子育て支援課

町政モニターを募集
住民の皆さんから町政に対するご
意見などをお聴きして、町政運営に
反映させるため、
「町政モニター」を
募集します。
対象／町内在住または在勤で20
歳以上の人。ただし、前年度の経験
者は除きます 期間／平成30年３
月まで 定員／先着50人 謝礼／
３,000円相当の商品券（依頼したア
ンケート回答がない時は減額） 申
込／５月12日㈮までにハガキ（当日
消印有効）
または、ＦＡＸ、Ｅメール

町では、選挙事務補助員の登録を
受け付けています。登録いただいた
人には、選挙の際に勤務希望日など
の確認をさせていただきます。
業務内容／投票所資材の準備、入
場券の発送、期日前投票の受付業務
など 勤務場所／役場 対象／常
時、選挙事務に従事できる人 賃金
／時給850円、交通費（規定により
支給） 申込・問合せ／総務課

いきがい大学受講生の募集
町では、シニア世代の皆さんが、
充実した人生を送っていただくため
に幅広い分野にわたって学習する「い
きがい大学」の受講生を募集します。
日程／５月～翌年２月（全10回）
場所／中央公民館ほか 対象／町内
在住の60歳以上の人 年間受講料
／１,000円 申込・問合せ／５月
８日（月）までに受講料を添えて社会
教育課へ。電話不可。※老人クラブ
･ シニアクラブ会員は、各単位クラ
ブで申込を
取りまとめ
ます。

図書館

からの

お知らせ
問合せ／図書館
☎０７７４
（４５）
０００３

■子ども読書の日・

こどもの読書週間
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日は「子ども読書の日」
。そ

12

４月

して、この日から５月 日までは「こ

どもの読書週間」です。

12

選挙事務補助員の登録

図書館では、「ともだち」をテーマに

23

で、「町政モニター希望」と明記の
上、住所・氏名・年齢・職業・電話
番号、在勤者は勤務先名と住所を記
入して総務課へ。あて先の住所等は
本誌４ページ奥付部分をご覧くださ
い 問合せ／総務課

図書展示を行います。

期間／４月 日㈰～５月 日㈮

■おはなし会
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図書館では、ボランティアスタッフ
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が絵本や紙芝居を読み聞かせる「おは
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なし会」を毎月開いています。

日時／４月 日㈯ 午前 時 分～

11

時 場所／ゆうホール２階お話し室

亡くなった人 年齢

84

ご冥福をお祈りします

地区名

大川清一郎さん  歳

博さん  歳

田
髙垣
83

島

栄

３

月受付分

☎075（631）6111 0774（45）
0001 FAX 075（632）1899

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

初心者向けの教
室で、あいさつや
自己紹介ができる
手話を学びます。
興味のある人は、
ぜひご参加くださ
い。無料です。なお教室は、手話奉
仕員養成講座入門課程対応です。事
前申込により保育ルームも利用でき
ます。
日時／５月16日～９月５日の毎週
火曜日
（７月18日、８月15日は休講）
午後７時～９時 場所／ゆうホール
対象／町内在住または在勤の人 定

員／ 10人（定員を超える場合は抽
選） 申込･問合せ／５月９日㈫まで
に住民福祉課へ。電話、ＦＡＸ可
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