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休業や失業でお困りの人へ

社会福祉協議会では低所得の人に生活費などの貸付けや相談支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付けの対象世帯を低所得者世帯以外に拡充、休業や失業などにより
生活資金でお悩みの人に、緊急小口資金などの特例貸付けを実施します。相談の際は事前にご連絡ください。


問合せ／社会福祉協議会☎075
（631）
0022

休業した人向けの緊急小口資金

実施する緊急貸付

失業した人向けの総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響による休業で、生計

新型コロナウイルス感染症の影響による失業で、生活

の維持が困難となったときに、少額の費用の貸付けを行い

再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行います。
（京

ます。

都府が行う自主支援相談を継続して受ける必要有）

高齢者用「肺炎球菌」予防接種
高齢者の肺炎で最も多い「肺炎球菌」による発病
・重症化の予防のため、予防接種の費用を助成しま
す。
▶期間

令和３年３月 31 日㈬まで

▶場所

久御山町・宇治市・城陽市など京都府内の

協力医療機関
▶対象 ①町内在住の下表の生年月日の人（対象の
人には接種券を郵送済）、②町内在住の 60 歳以上
65 歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があ
る人。
（役場へ接種券の申込が必要）

価）を接種している人は対象外です。
※長期にわたる疾病やその他の特別な事情により、接
種対象期間に定期接種を受けられなかった人には
特例制度がありますので、お問い合わせください。
▶持ち物

接種券（３月末郵送のびわ色の用紙）、健

康保険証など本人確認ができるもの、一部負担金
2,500 円（生活保護世帯・住民税非課税世帯・中
国残留邦人の人は一部負担を免除。接種前に免除
申請手続きをしてください）
▶接種回数
▶問合せ

期間中１回
国保健康課

※自費・公費を問わず、過去に肺炎球菌ワクチン（23
■対象

■接種手続き

年度末年齢

生年月日

65歳

昭和30年４月２日～昭和31年４月１日

70歳

昭和25年４月２日～昭和26年４月１日

75歳

昭和20年４月２日～昭和21年４月１日

80歳

昭和15年４月２日～昭和16年４月１日

85歳

昭和10年４月２日～昭和11年４月１日

90歳

昭和 ５年４月２日～昭和 ６年４月１日

95歳

大正14年４月２日～大正15年４月１日

100歳

大正 ９年４月２日～大正10年４月１日

協力医療機関の場所

手続き方法

久御山町・宇治市・城陽
不要
市内の協力医療機関
久御山町・宇治市・城陽
接種の１週間以上前に、国
市以外の京都府内の協力
保健康課へ連絡を
医療機関
予防接種依頼書の交付申請
京都府内の協力医療機関
が必要です。接種の１週間
以外や京都府以外の医療
以上前に、国保健康課に来
機関
所か連絡を

４月１日付で発令しました。
（ ）は異動
前です。兼職発令や所属が変わらない主
査・主事級への昇任は除いています。

さやまこども園・保育教諭 増田久美子 （とうずみこども園）

さやまこども園・保育教諭 佐藤朋美 （とうずみこども園）

さやまこども園・保育教諭 牧野祐子 （とうずみこども園）

さやまこども園・保育教諭 山下緑 （みまきこども園）

上下水道課・下水道係技師 櫛谷友貴 （都市整備課・工事管理係）

都市整備課・建設総務係主事 山村彩子 （総務課・庶務係）

環境保全課・環境衛生第１係主事 河原﨑瑞希 （住民福祉課・戸籍住民係）

国保健康課・健康推進係主事 小山僚子 （京都地方税機構山城中部地方事務所派遣）

国保健康課・国保医療係主事 南小百合 （総務課・庶務係）

住民福祉課・戸籍住民係主事 天野博司 （総務課・庶務係）

住民福祉課・福祉介護係主事 下川愛 （学校教育課・総務係）

京都地方税機構山城中部地方事務所派遣 𧦴𧦴
𧦴𧦴𧦴 （総務課・防災安全係）

京都地方税機構事務局派遣 河島理絵 （都市整備課・建設総務係）

税務課・課税係主事 上田亮太 （京都府派遣）

総務課・防災安全係主事 長谷川辰也 （京都地方税機構事務局派遣）

職員人事異動

とうずみこども園・保育教諭 播田紗矢香 （さやまこども園）
予防課長 辻村義幸 （総務課長）
総務課・庶務係員 馬場﨑元基 （総務課・施設係）
総務課・庶務係員 大澤圭亮 （警防課・警防係）
総務課・庶務係員 竹林智哉 （予防課・指導係）
総務課・庶務係員 齊藤翔 （警防課・救急救助係）

総務課・施設係員 渡邊慎也 （警防課・警防係）

予防課・予防係員 寺内拓也 （総務課・庶務係）
予防課・指導係員 竹内陸晃 （警防課・警防係）
警防課・警防係員 橋本匠平 （予防課・予防係）
警防課・警防係員 佐藤勧 （総務課・庶務係）

環境保全課長 本郷和典 （産業課・課長補佐）
産業課担当課長 山澤貴志子 （国保健康課・課長補佐）
学校教育課長 星野佳史 （総務課・課長補佐）

さやまこども園長 内座多恵 （学校教育課長）

みまきこども園長 伊藤眞美 （さやまこども園長）
総務課・課長補佐 福原泉 （社会教育課・課長補佐）

産業課・課長補佐 松林宏和 （都市整備課・都市計画係長）

学校教育課・課長補佐 梶原哲郎 （産業課・課長補佐）

行財政課・財政情報推進担当係長 吉村公一 （税務課・課税係長）
国保健康課・健康推進係長 久保田記久子 （国保健康課・健康推進係主任）
会計課・会計係長 髙月大和 （会計課・会計係主査）

社会教育課・社会教育係長 河元直之 （国保健康課・国保医療係長）

さやまこども園・指導保育教諭 庄司幸恵 （みまきこども園・指導保育教諭）
さやまこども園・総括主任 坂井健二 （さやまこども園・主任）
京都府派遣 山本貢大 （住民福祉課・福祉介護係）
行財政課・財政情報推進係主査 小野彰子 （行財政課・行政管財係）
税務課・課税係主査 豊田清志 （上下水道課・業務係主事）
都市整備課・都市計画係主査 篠田賢吾 （行財政課・財政情報推進係）
上下水道課・業務係主査 小澤和之 （環境保全課・環境衛生第１係）

御牧小学校・主任 山本恒夫 （とうずみこども園）

東角小学校・主任 前川郁子 （佐山小学校）
さやまこども園・主任保育教諭 田中美千子 （みまきこども園）
とうずみこども園・主任保育教諭 木村昭美 （さやまこども園）
とうずみこども園・主任 西村敏美 （佐山小学校）
総務課・庶務係主事 宮地亜理紗 （住民福祉課・戸籍住民係）

総務課・庶務係主事 藤本理沙 （社会教育課・社会教育係）

警防課・警防係員 佐伯昴 （総務課・庶務係）
警防課・救急救助係員 小司裕太 （総務課・庶務係）
行財政課・行政管財係主事 山崎祐輝
都市整備課・工事管理係技師 山本裕斗
上下水道課・水道係技師 西野寛
上下水道課・下水道係技師 村田光将
社会教育課・社会教育係主事 野村岳志
社会教育課・図書館司書 江藤由香里
みまきこども園・保育教諭 信田和音
とうずみこども園・保育教諭 向井菜々花
消防本部総務課・庶務係員 岩﨑魁斗
消防本部総務課・庶務係員 川那辺樹
税務課・納税係専門員 岸均
環境保全課・環境衛生第２係専門員 藤井正太郎
巨椋池排水機場管理協議会派遣 吉岡俊郎
学校教育課・学校教育係専門員 仲村郁子
みまきこども園・専門員 奥田光弘
環境保全課長 岸均
みまきこども園長 仲村郁子
みまきこども園・総括主任 奥田光弘
とうずみこども園・主任保育教諭 鶴﨑恵子
上下水道課・下水道係技師 大久保直喜
上下水道課・下水道係技師 南拓弥
さやまこども園・保育教諭 服部広湖
さやまこども園・保育教諭 豊田仁美
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課長級
課長補佐級
係長級
主査級
一般職
新規採用

再任用

退職

新規採用職員に意気込みを聞きました！
一般職
消防本部

募集・催し
新型コロナウイルス感染症による
イベントの中止などはご確認を
催しなどは新型コロナウイルス

子ども読書の日
･こどもの読書週間

日時／５月１日㈮

ため、町の委嘱を受けた相談員が、公

れると、万が一のときの障害基礎年

けた支援を希望する人（既に生活保

下記対象の人は、無料で接種を受

的機関や関係団体と協力し、障害者

金などが受けられないときがありま

えたね。とびっきりの１冊に。
」です。 護を受給している人は対象外） 内容

けられます。母子手帳を確認し接種

やその家族からの相談に応じます。相

すのでご注意ください。

／ 就労支援、生活再建のために必要

してください。

談を希望するときはご連絡ください。

な制度の情報提供、関係機関への橋

麻しん風しん混合ワクチン

身体障害者相談員

どもの読書週間」で、標語は「出会
図書館では「なに色がすき？─色
展示・貸出を行います。展示は、４

ード）で確認す

月 23 日 ㈭ ～５月

るか担当課に

17 日㈰です。

お問い合わせ

☎ 0774(45)0003

11 時
者

午前 10 時～

対象／未就園の子どもと保護

内容／外あそび（予定） 定員／

所／宇治田原カントリークラブ（宇

10 組（先着） 費用／無料

治田原町）※４月１日号から修正し

４月 1 6 日

ています

対象／町ゴルフ協会会員

㈭～30 日㈭

（即日入会可能、入会金千円） 費用

問合せ／社

／参加費＝ 2,000 円、プレー代＝５

会福祉協議

申込／

申込／５月２日㈯までに参加費

を添えて幹事へ
会

主催／町ゴルフ協

問合せ

家族介護者交流事業
疲れをいやして、心身のリフレッシ

／同会会長

ュを図ります。

こ さ か まもる

の小坂守さ

日時／５月 29 日㈮

ん ☎ 0774

午後４時

（41）
7223

午前 10 時～

場所／ミホミュージアム

（滋賀県） 対象／在宅で介護を要す

学童保育（なかよし学級）
指導員を募集

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／「た

ぬき村、ミホミュージアム」観覧と

勤務場所／御牧・佐山・東角仲よ 「魚仙」での昼食交流会 定員／15
し学級

勤務時間／平日＝午後１時

人（先着） 費用／千円

か月児健診で予診票を渡します。

除く） 問合せ／京都府山城北保健所

【第２期】平成 26 年４月２日～27 年

町政に対する意見などを町政運営
に反映するため、町政モニターを募
集します。
対象／町内在住・在勤で 20 歳以上
の人。（前年度の経験者は除く） 内
容 ／ 令 和３年３月 ま で ア ンケート
定員／50 人 （先着）

申込／要申

きし き よ し

きん加入者ダイヤル☎ 0570（003）

岸喜代至さん（東一口）、武元和子

004 へ。050

さん（大橋辺）、服部浩子さん（栄）

から始まる電

知的障害者相談員

話からは☎ 03

はっとり ひ ろ こ

あさ い かおる

４月１日生まれ。個別通知で予診票

浅井薫さん（森）

を送ります。年度内（令和３年３月



31 日まで）に限り無料です。

たけもと か ず こ

申請 ･ 問合せ／国保健康課かねん

問合せ／住民福祉課

コンビニ交付サービスの休止

（6630）
2525
へ

【平成 12 年４月２日～平成 19 年

システムメンテナンスのため５月

バス回数券･のってこタクシー回数券
高齢者の購入に助成

４月１日生まれの人】特例対象とし

２日㈯～６日㈬の終日、休止します。

路線バス・のってこタクシーの利

て、20 歳までに定期接種として不足

ご迷惑をおかけしますが、ご理解、

用促進、高齢者の外出支援のために

回数分を接種できます。

ご協力をお願いします。

実施しています。

日本脳炎ワクチン

【平成 19 年４月２日～平成 21 年
10 月１日生まれの人】７歳６か月未



問合せ／住民福祉課

対象／４月１日現在で 70 歳以上
の町内在住の人

内容／購入代金の

謝礼／３千円相当の商品券（依頼に

満（第１期）に３回の接種が完了し

国民年金保険料の納付

対する回答がないときは減額） 申込

ていないときは、不足回数分を第２

令和２年度の国民年金保険料は、

／５月８日㈮までにハガキ（当日消

期の対象期間９～13 歳未満の間に合

月額１万 6,540 円です。保険料は、

は京都京阪バス㈱の路線しか使用で

印有効）か、FAX、E メールで、「町

わせて接種できます。

金融機関や郵便局、コンビニエンス

きません

ストア、クレジットカードでも納付

を必ず持参

できます（要申込）。

室

政モニター希望」と明記のうえ、住

家庭で高齢者を介護している人の

【第１期】生後 12～24 か月未満。10

９時～正午、午後１時～４時 30 分を

などに回答

月 17 日＝１万 3,240 円（昼食代別）、 会
別

申込／月～金曜日（午前

町政モニターを募集

親子ニコニコ子育てサロン
日時／５月８日㈮

渡しなど

綴喜分室☎ 0774（63）5745

問合せ／図書館

19 日＝ 8,070 円（昼食代込）※税

それを考慮した審査が受けられます。

象／町内在住で、経済的な自立に向

す。４月 23 日㈭～５月12日㈫は「こ

詳しくはホームページ（QRコ

場

対

社などを退職して学生となった人も
申請は毎年必要です。手続きが遅

・いろいろ─」をテーマに、図書の

日時／５月 17 日㈰・19 日㈫

場所／役場１階相談室１

障害者相談員が
相談をお聞きします
障害者の地域での生活を支援する

止・変更する可能性があります。

久御山町総合体育大会
ゴルフ大会

正午

午前 10 時～

申請には所得基準がありますが、会

小児定期予防接種

４月 23 日は「子ども読書の日」で

感染症の拡大状況をふまえ、中

ください。

おしらせ

くらしとしごとの相談

所 ･ 氏名（ふりがな）･ 年齢 ･ 職業 ･



問合せ／子育て支援課

電話番号、在勤者は勤務先名と住所

母子家庭奨学金

を記入して総

京都府では、母子家庭奨学金を支

務課へ。あて

口座振替をご利用のときでも、当
月分保険料を当月末に引き落とす

半額（年度内 2,500 円を限度）を助
成

その他／高齢者専用バス回数券

問合せ／新市街地整備

応急手当普及員講習

はやわり

「早割」にすると、月額 50 円の割引

給しています。

申込／印鑑と身分証明書

応急手当普及のため管内事業所を

先の住所など

この奨学金の申請は毎年度必要で

は 本 誌６㌻

す。申請が遅れると申請月の翌月か

口座振替の申込みは、口座振替申

をご確認くだ

らの支給となり、支給額が減額され

出書（国保健康課や年金事務所の窓

応急手当普及員とは、一定の講習

さい

ます。期限までに申請してください。 口、日本年金機構のホームページに

を受講し資格取得後、主として当該

京都府の他の奨学金制度と併給が

あります）に必要事項を記入 ･ 押印

事業所の従業員に対して、消防職員

できないときや、併給調整が行われ

し、口座をお持ちの金融機関 ･ 郵便

とともに普通救命講習の指導などに

ることがあります。

局か京都南年金事務所☎ 075（644）

従事します。

問合

せ／総務課
訂正

2020 年４月１日号、12 ペー

がありお得です。

対象に応急手当普及員講習を実施し
ています。

ジの「ゆうホール窓口サービスコー

対象／乳幼児～高校生の子どもを

ナーの開設日の変更」の記事、７行

養育している母子家庭の母親など

付の問い合わせは同事務所へ。

習では、新たに10 人の応急手当普及

1,074 円から その他／週２～３日

目の「開設日時」に誤りがありまし

申込／５月 29 日㈮までに（郵送は５

国民年金保険料学生納付特例

員が誕生

などの働き方もできます。教員免許

た。

月 31 日㈰まで。当日消印有効）、申

学生で収入が少なく国民年金保険

しました。

請書に民生児童委員か、ひとり親福

料が納められないときは、申請して

問合せ

承認されると在学中の保険料を後払

／消防本

いにすることができます。

部

30 分～６時、長期休業期間・土曜日

込。４月 16 日㈭～30 日㈭まで。電

＝午前８時～午後５時

話可

賃金／時給

問合せ／住民福祉課

や保育士資格を有する人歓迎（無く

「午前８時 30 分～午後５時」が誤

ても可） 申込／履歴書（写真貼付）

りで、正しくは「午前９時～午後５

祉推進員の証明を受け持参

を持参

時」です。お詫びして訂正します。

／子育て支援課

5

問合せ／社会教育課
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問合せ

1165 へ。クレジットカードでの納

２月19日㈬～21日㈮の３日間の講
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町議会３月定例会
町議会３月定例会が、２月 27 日～３月 26 日の会期で開かれ、令和元年度一般会計補正予算などが可決
されました。主な内容をお知らせします。
の歳出補正の主な内容は次のとおりです。

令和元年度一般会計補正予算（第 5 号）では、年
度末の事業確定などに伴い、全般にわたって増額・

補正予算（第５号）

減額をしたものです。

▶ふるさと応援基金積立金・・・・・・・801 万円
補正予算（第６号）

追加で行った補正予算（第 6 号）は、GIGA スク

▶ GIGA スクール構想実現に向けた小中学校の通信

ール構想の実現や図書館の空調設備改修工事にかか

４

ネットワーク環境整備・・・・・・・2,449 万円

るものです。

▶図書館の空調施設改修工事・・・・・3,660 万円

補正予算（第7 号）は新型コロナ感染症対策の緊急

15

対応を行うもので、これらの補正予算により、歳入歳

補正予算（第７号）

No.1045

出の予算総額を73 億2,532万円としました。それぞれ

▶新型コロナウィルス感染症対策・・・・572 万円

2020

GW

公共施設のお休み（新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更する可能性があります）
４/29 ４/30 ５/１ ５/２ ５/ ３ ５/ ４ ５/ ５ ５/ ６ ５/ ７
（水・祝） ㈭
（月・祝）
（火・祝）
（水・休） ㈭
㈮
㈯ （日・祝）

施設名

休

久御山町役場

休

休

休

休

☎ 075（631）6111
☎ 0774
（45）0001

休
休

クロスピアくみやま
あいあいホール

休

荒見苑

休

休

休

休

休

いきいきホール

休

休

休

☎ 075(632）2300

休

休

休

休

☎ 0774(41)2263

休

休

休

休

☎ 0774(44)3405

休

図書館※１

問合せ

休

休

休

休

ゆうホール

休

☎ 0774(45)0003

休

☎ 0774(41)3466

休

☎ 0774(45)0002

この広報は環境にやさしい植物インキを使用しています

中央公民館

☎ 075（631）1000

総合体育館※２

☎ 0774
（44）3700

屋外スポーツ施設

☎ 0774
（44）3700

※１

貸出・返却だけ。学習室は５月６日（水・休）まで閉室

※２

メイン・サブアリーナ、トレーニングルームは５月６日（水・休）
まで閉鎖

納期限は4月30日㈭

おくやみ （敬称略。３月受付分）
谷村

敏（島田

藤本

美智子（島田

83歳）

𫝆𫝆𫝆𫝆𫝆𫝆𫝆（林

岸

米子（西一口

87歳）

中川

美津子（林

91歳）

川﨑

スヱ（東一口

104歳）

茨木

久治（市田

80歳）

北尾

キクヱ（佐山

98歳）

樋口

一郎（市田

92歳）

西尾

一郎（佐山

88歳）

92歳）

林

泰子（佐古

92歳）
75歳）

諸税など

問合せ

上下水道料金（２･３月分）

上下水道課

こども園保育料（４月分）

子育て支援課

※税金や町の公共料金の納付は、便利な口座振替をご利用く
ださい。
※税金や保険料、保育料、上下水道料金はコンビニエンスス
トアでも納付できます。バーコード印字がない納付書は使
用できません。

■編集・発行 久御山町役場 総務部 総務課 秘書広報係
TEL：075-631-6111 ／ 0774-45-0001( 代表 )
〒 613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ 38
ホームページ：http://www.town.kumiyama.lg.jp
■配布 久御山町シルバー人材センター
TEL：075-633-5500

FAX：075-632-1899( 代表 )
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